32 型 IoT 映像配信システム

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。
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安全のために必ずお守りください
この製品を正しく安全にお使いいただくために、次の事項に注意してください。
➤➤ 絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する
ために、いろいろな絵表示をしています。表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。
 誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

警告
注意

誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結び付く可能性があるもの
誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結び付く可能性があるもの

 絵表示の例

● 記号は必ず行っていただきたい行為を示しています。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと）が描かれています。
記号は禁止の行為であることを示しています。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
記号は注意（危険、警告を含む）を促す内容があることを示しています。
図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。
 絵表示の意味

必ず指示に従い、行ってください。

必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

絶対に行わないでください。

絶対に分解／修理はしないでください。

絶対に触れないでください。

絶対に水場では使用しないでください。

絶対に濡らさないでください。

絶対に濡れた手で触れないでください。

注意してください。

高温に注意してください。

破裂に注意してください。

指をはさまないよう注意してください。

家庭用品品質表示法に基づく表示
使用上のご注意
●●
●●
●●
●●

内部の温度が上昇しますので、設置の際は通気のために製品の周囲に間隔をおいてください。
温度の高い場所や湿気の多い場所で使用しないでください。
感電の危険があるため、裏ぶたを開けないでください。
ちり、ほこりを取るため内部を掃除するときは、販売店、電気店などにご相談ください。

表示者

東京都港区港南2-16-1

品川イーストワンタワー4 階

BOE ジャパン株式会社

※ この取扱説明書のイラストや画面はイメージであり、実際とは異なる場合があります。

➤➤ 眼精疲労について

 長時間本機の映像を見続けると、目に疲労が蓄積されます。

➤➤ 本機の廃棄

 事
 業者が廃棄する場合：
本製品を廃棄するときには廃棄物管理票（マニフェスト）の発行が義務づけられています。くわしくは各都道府県産業廃棄
物協会にお問い合わせください。廃棄物管理票は、
（社）全国産業廃棄物連合会に用意されています。
 個人が廃棄する場合：
地方自治体の条例または規則に従ってください。

➤➤ ご注意

本機の近くで携帯電話およびPHSなどを使用すると、ディスプレイや音声にノイズが入ることがあります。
この現象は本機の故障ではありません。携帯電話およびPHSなどを使用するときは、本機から離れた場所でご使用ください。
次ページへつづく ¢
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警告
➤➤ ご使用になるとき
禁止

本機をぐらついた台の上や傾いたところなど、
不安定な場所に置かない

落ちたり、

倒れたりしてけがの原因となるため注意して
ください。
本機の上に水などの入った容器や金属物、
ろうそくを置かない（花びん、植木鉢、コップ、
水漏れ禁止
化粧品、薬品など）
こぼれて本機の内部に入った場合は、

火災・感電の原因に
なります。

水濡れ禁止

本機を水でぬらさない
水滴のかかる場所に置かない

➤➤ 電源プラグ・AC 電源ケーブルの取り扱い
電源プラグはすぐに抜けるように容易に手が届く位置の
コンセントを使用してください。
通電を遮断するには、電源プラグを抜いてください。
本機を指定（表示）された電源電圧
（交流 100V）以外で使用しない
交流100V

指定
 （表示）以外で使用すると火災・感電・故障の原因に
なります。
接続する前に指定の電源電圧に適合しているかもう一度

確かめてください。
電源プラグのほこりなどはとる
ほこりをとる

絶縁不良となり火災・感電の原因となります。

ほこりをとる際は、

かわいた布でふいてください。
雷が鳴りだしたら電源プラグに触れない
接触禁止

水場での使用禁止

海岸・水場や雨天・降雪時の窓辺での使用や設置に注意

してください。
風呂場では使用しないでください。

内部に水が入ると火災・感電につながります。

本機を改造または分解しない
改造・分解禁止

裏ぶた、

キャビネット、カバーははずさないでください。
感電の原因になります。
内部の点検・調整・修理は、

お買い上げの販売店にご依頼
ください。

禁止

本製品にダストスプレー（エアダスター）を
使用しない

製品内部にガスが溜まった場合は、

引火し爆発する恐れが
あります。

➤➤ 電池の取り扱い
禁止

乾電池を使用する場合は、被覆がやぶれたり、
はがれたりしていないものを使用する

乾電池そのものがショートし、

やけどする危険があります。
電池は乳幼児の手の届くところに置かない

落雷すると感電することがあります。


禁止

水は電気を通しますので感電の恐れがあります。

必ずかわいた手で持ってください。

AC 電源ケーブルを正しく使用する
- 束ねない
禁止
- 延長・タコ足配線しない
- 固定しない
束ねての使用やステップルなどで固定すると内部の電線が

切れ発熱し焼損・発火の原因になります。
タコ足配線すると発熱し火災・故障の原因になります。

AC 電源ケーブルを傷つけない
- 破損させない
- 加熱しない
禁止
- 引っぱらない
- 加工しない
- 切断しない
- ねじらない
- 曲げない - 重いものをのせない
そのまま使用すると火災・感電の原因となります｡


禁止
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電源は、必要に応じてブレーカやヒューズを
設置した専用回路からとる

発火の原因になります。


注意

万一、

お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談
ください。

濡れた手で電源プラグを抜き挿ししたり、
水や液体をかけたりしない

禁止

電源プラグは確実に挿し込み、抜き挿しが
弱くなったものは使用しない

不完全な挿し込みは接触不良となり発熱・火災・感電の

原因になります。
時々点検をしてください。


警告
➤➤ 電源プラグ・AC 電源ケーブルの➤
取り扱い（つづき）

電源プラグはすぐに抜けるように容易に手が届く位置の
コンセントを使用してください。
通電を遮断するには、電源プラグを抜いてください。
本機の開口部（スピーカーなど）から内部に
金属類や燃えやすいものなどを挿し込まない

注意

プラグを抜く

そのまま使うと火災・感電の原因になります。

お買い上げの販売店にご連絡ください。

注意

禁止

火災・感電の原因になります。

特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

禁止

電源プラグやケーブルは温度や湿度の高いと
ころ（こたつの中やサウナなど）で使用しない

注意

プラグを抜く

注意
➤➤ 設置・移動のご注意
海水や塩害に注意

感電の原因になります。

AC 電源ケーブルを動かすと電源が入ったり、
切れたりするときや、ケーブルが部分的に熱
注意
いときは使用しない
ケーブル内部の電線が切れているため、

使用すると感電・
火災の原因になります。
本機内部に水や異物が入ったときは使うのを
やめ、電源プラグをコンセントから抜く
使用禁止

プラグを抜く

そのまま使うと火災・感電の原因になります｡

お買い上げの販売店にご連絡ください。
特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。


➤➤ 異常が発生したときは電源プラグを抜く
使用禁止

本機や AC 電源ケーブルが異常なとき（煙が出
ている、異常に熱い、変なにおいがする）は使う
のをやめ電源プラグをコンセントから抜く

プラグを抜く

そのまま使うと火災・感電の原因になります。

お客様による修理は危険ですからお買い上げの販売店に
修理をご依頼ください。
本機を落としたり、キャビネットを破損したり
した場合は、電源プラグをコンセントから抜く

電源プラグやケーブルが傷んでいる場合（刃
の曲がり、プラグカバーの傷み、心線の露出、
断線など）は、電源プラグをコンセントから
抜く

そのまま使うと火災・感電の原因になります。

お買い上げの販売店にご連絡ください。

感電・火災の原因になります。

電源プラグやケーブルは乳幼児が触れたり、
手が届いたりするところに放置しない

画面が映らない、音声が出ないなどの
故障状態のときは電源プラグをコンセントから
抜く

塩害注意

海辺にお住まいの方は窓からの海水や塩害に注意してく

ださい。

使用禁止

本機を車の中で使用しない
自動車内に放置しない

本機は車載用ではありません。

車載で使用した場合は、

車特有のノイズをひろい、音声や
画像が乱れます。
窓を閉めきった自動車内では、

夏場は高温になり、キャビ
ネットが変形し、発火、発煙事故の恐れがあります。また
冬場や雨期には結露が発生し、本機の故障の原因になり
ます。
市販されている電源コンバーターなどや、

お車に付いて
いる AC コンセントを使って本機を使用しないでくださ
い。
本機を次のような場所に置かない
- 湿気やほこりの多い場所
設置禁止
- 油煙や湯気が当たる場所
- 熱器具の近く
- 他のテレビの近く
- 直射日光の当たる場所
- 押し入れや本棚など風通しの悪い場所
- 閉めきった自動車内など高温になるところ
発熱による変形や火災・感電・故障の原因になります｡

本機の上に乗ったり、ぶらさがったりしない

使用禁止
禁止
プラグを抜く

そのまま使うと火災・感電の原因になります。

お買い上げの販売店にご連絡ください。

バランスがくずれて倒れたり、

落下したりしてけがの原
因となることがあります。
特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

本機を持ち運ぶとき振動や衝撃をあたえない
禁止

故障の原因となることがあります。

次ページへつづく ¢
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本機の開口部（スピーカーなど）をふさがない
- 風通しの悪い狭い場所に置かない
禁止
- じゅうたんや布団の上に置かない
- テーブルクロスなどをかけない
- 本機の設置は、上面 30 cm 以上、背面 20 cm
以上、左右 10 cm 以上の間隔をおく
内部に熱がこもり火災の原因になります。


禁止

本機をキャスター付きテレビ台に設置する場合
には、キャスター止めをする

動いたり、

倒れたりしてけがの原因となることがあります。
安定した場所に設置する
正しく設置する

本機は安定した場所に設置してください。

転倒し、けがの原因となることがあります。

➤➤ 電源プラグ・AC 電源ケーブルの取り扱い
のご注意
お手入れの際、電源プラグをコンセントから
抜く
プラグを抜く

安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

次のような場合は、電源プラグをコンセント
から抜いておく
プラグを抜く
- 長時間外出するとき
- 旅行をするとき
安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

本機を移動させる場合は、電源プラグを
コンセントから抜く
プラグを抜く

そのまま移動するとケーブルに傷がつき火災・感電の原因

となります。
AC 電源ケーブルを引っ張らない
禁止

電源プラグを抜くとき、

AC 電源ケーブルを引っ張ると
ケーブルが傷つき火災・感電の原因となります。
必ず電源プラグを持って抜いてください。

AC 電源ケーブルを引き回さない
禁止

戸を介して別の部屋へ引き回さないでください。

ケーブル内部の電線が切れて焼損や火災の原因となります。

電源プラグに洗剤や殺虫剤をかけない
禁止

発煙や発火の原因となります。

AC 電源ケーブルを熱器具に近付けない
高温注意

ケーブルの被覆が溶けて火災／感電の原因となることが

あります。
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➤➤ ご使用になるときのご注意
年に一度を目安に本機内部の掃除を依頼する
掃除

内部にほこりがたまったまま使用すると火災や故障の

原因となることがあります。
内部の掃除やその費用については、

お買い求めの販売店
にご相談ください。
液晶ディスプレイの破損
禁止

液晶ディスプレイはガラスでできています。

液晶ディス
プレイが破損したとき、ガラスの破片には直接触れない
でください。
けがをする恐れがあります。

➤➤ 電池の取り扱いについてのご注意
乾電池は正しく挿入する
正しく入れる

プラス

（+）とマイナス（‒）の向きを正しく入れる
誤って挿入すると破裂・液漏れによりけがや周囲を汚損

する原因となることがあります。
指定されていない電池を使用しない
使用禁止

破裂、

液漏れにより、火災・けがの原因となることがあり
ます。
新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
使用禁止

破裂、

液漏れにより、火災・けがの原因となることがあり
ます。
乾電池の取り扱いに注意
- ショートさせない
破裂注意
- 分解・加熱をしない
- 火の中に投入しない
- 日光や火などの過度の熱にさらさない
破裂する危険があります。


ご使用上のお願い
ご使用の前に下記の内容を必ずお読みください。

電波妨害について

液晶ディスプレイについて

 本機は規格を満たしていますが、若干のノイズ  液晶ディスプレイは非常に精密な技術で作ら
が出る場合があります。
「ラジオ」や「パソコン」
れており、99.99％以上の有効画素がありま
などの機器に本機を近付けると互いに妨害
すが、0.01％以下の画素欠けや常時点灯する
を受けることがあります。このときは機器を
画素があります。これは故障ではありません
影響のないところまで本機から離してくだ
ので、あらかじめご了承願います。
さい。
 液晶ディスプレイが汚れた場合は、脱脂綿か柔
らかい布でふきとってください。また、液晶
搬送について
ディスプレイを素手で触らないでください。
 引越しや修理などで本機を運搬する場合は、
 液晶ディスプレイに水滴などがかかった場合は
本機用の梱包箱と緩衝材および包装シート・
すぐに拭きとってください。そのままにする
袋をご用意ください。
と液晶ディスプレイの変質、変色の原因にな
 本機は立てた状態で運搬してください。横倒
ります。
しにして運搬した場合、液晶ディスプレイの
 液晶ディスプレイを傷つけないでください。
ガラスが破損したり、輝点や黒点が増加した
硬いもので液晶ディスプレイの表面を押したり、
りすることがあります。
ひっかいたりしないでください。

画面の残像について

 静止画を長時間表示された場合は、部分的に
映像が消えない（残像）症状が発生することが
ありますが、故障ではありません。通常の動
画をご覧いただくことにより、次第に目立た
なくなります。

バックアップバッテリーについて

 本機内部には時間などを記憶するメモリー用
ボタン電池（電池寿命約５年）がセットされて
います。電池が消耗すると、電源投入時に表
示時刻などが一時的に初期状態で表示されま
すが、インターネット接続後は自動で補正さ
動作時の本機の温度について
れ ま す の で 基 本 動 作 に 問 題 は あ り ま せ ん。
バッテリーを交換の際は、ご自身で分解を行
 本機や上面の一部は温度が高くなりますので、
わず弊社までお問い合わせください。正しく
お手入れの際はご注意ください。品質・性能に
ない型式のバッテリーが使用された場合、機
は問題ありません。
器の故障やバッテリーの破裂などの可能性が
ありますので、有償にて交換対応いたします。
◆◆
◆◆

◆◆

液晶ディスプレイの輝点（点灯したままの点）や黒点（点灯しない点）は保証の対象外です。
お客様または第三者が本機の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合または本機の使用に
よって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、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。
本機の操作ができなくなった場合は、電源プラグを抜き、しばらくしてから再度プラグを挿し直し
てください。
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設置方法について
壁に掛ける場合
本機の背面には VESA MIS-F に準拠した壁掛け⾦具取り付け⽤ネジ穴があります。
（M6、200mm
ピッチ）市販の MIS-F に対応した壁掛け⾦具などを使って、壁に掛けることができます。

壁掛け金具取り付け時の注意
金具をお買い求めの際は、耐荷重15kg(本体重量)以上のものをお選びください。
壁掛け工事は必ず専門業者に依頼してください。
壁掛け工事が不完全ですと、けがの原因になります。しっかりと取り付けられているか、十分ご確認ください。
壁掛けの場合は、
通風孔やスピーカーからの空気の流れにより、
壁を汚す原因となる場合があります。
金具を取り付ける際は、
金具に付属の取り付け用ネジを必ず使用してください。
金具に取り付け用ネジが付属しない場合は、必ず金具に対応した取り付け用ネジを使用して取り付けてください。

その他の場合
 市販のスタンドなどをご使⽤される際は、木製フレーム部分はキズなどが付きやすいのでご注意く
ださい。また、液晶ディスプレイ部にスタンドなどが接触しないようご注意ください。
 床に置いて使用するなど、壁に⽴て掛けて使⽤する場合は、本体が転倒しないように、スリップ防止
マットなどのご使⽤をお願いします。
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本機前面／背面
各部名称
前面

背面
液晶ディスプレイ

木製フレーム

壁掛け…
金具用…
ネジ穴

スピーカー

AC コネクタ

お願い
 AC 電源ケーブルを抜くときは、ケーブルを
引っ張らずに、プ ラ グ を 持 っ て 抜 き 取 っ て
ください。
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リモコン
ボタン名称と動作
電源ボタン
電源を「入」／「切」する

方向キーボタン（上／下／左／右）
OK ボタン
メニューなどの画面を表示中に、
選択や決定などをする

カレンダーボタン

戻るボタン

カレンダーを表示する

通常コンテンツ表示画面に戻る

音量ボタン

メニューボタン

音量を調整する

メニューを表示する

ミュートボタン
消音する

お願い
 ボタンを押すときは、真上から力を入れすぎないように押してください。
 リモコンは精密機器です。丁寧に扱ってください。

リモコンの取り扱い
落としたり、衝撃を
与えたりしない。

水をかけたり、ぬれた
ものの上に置いたり
しない。

ベンジン、シンナーなど
揮発性の液体でふかない。
v

禁止
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禁止

禁止

コンテンツを表示させるまでの準備の流れ
準備１

付属品の確認

¢ P.12

➡
準備 2

リモコンの準備

¢ P.12

➡
準備 3

本機を起動する

¢ P.13

➡
準備 4

Wi-Fi につなぐ

¢ P.14

次ページへつづく ¢
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準備 1

付属品の確認

付属品
AC 電源ケーブル…1 本

準備 2

リモコン…1 個

取扱説明書…1 冊

クイックスタートガイド…1 枚

リモコンの準備

乾電池を入れる
① 裏ぶたをはずします。

②

をよく確かめて
側から正しく入れます。

③ 裏ぶたをつけます。

警告
乾電池および乾電池の入ったリモコンは、直射日光の当たるところや熱器具、直火のそばなど温度が上がるところに置かない。

注意
乾電池は

側から入れる。

お知らせ






付属の乾電池は動作確認用です。早めに新しい乾電池と交換することをおすすめします。
リモコン操作ができる距離が短くなってきたら、乾電池が消耗しています。新しい乾電池に交換してください。
乾電池はマンガン乾電池、またはアルカリ乾電池の単 4 形乾電池（1.5 V 2 本）をお使いください。
長期間使用しないときは、リモコンから乾電池を取り出してください。
乾電池ご使用の際は、新しい乾電池と古い乾電池や異なる種類の乾電池（アルカリ乾電池とマンガン乾電池など）を混ぜず
に、同一メーカー ･ 同一型番のものを同時にご使用ください。違う乾電池を混ぜると、それぞれの乾電池の性能が違うため、
発熱、破裂、発火の原因につながりますのでご注意ください。
 不要となった乾電池は、お住まいの地域の条例に従って処理してください。

アルカリ乾電池ご使用の注意
アルカリ乾電池は、外枠がプラス極になっているために、リモコンのマイナス極バネが乾電池のマイナス極と被覆（外枠の被覆が
はがれている場合）に同時に接触した場合は、乾電池そのものがショート（短絡）状態になり、ショートした部分が発熱しやけど
する危険があります。アルカリ乾電池をご使用になる場合は、被覆がやぶれたり、はがれたりしていないものをご使用ください。
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準備 3

本機を起動する

操作方法
電源を入れる
①	本機背面の AC コネクタに AC 電源ケーブルを挿し
込み、電源プラグをコンセントへ繋いでください。
システムが起動します。
②	B OE（当社ロゴ）が表示されたのち、コンテンツが
表示されます。
 初回使用時および「設定情報の消去」(19 ページ ) 設
定直後の初回使用時はクイックスタートガイドの手
順に従いユーザー登録をお願いいたします。

リモコンによる操作方法
通常コンテンツ表示画面で、リモコンのメニューボタ
ンを押すと、画面右上にメニューが表示されます。

メニューボタン
 再度押すとメニュー画面が
消えます。

次ページへつづく ¢
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準備 4

Wi-Fi につなぐ

Wi-Fi の設定方法
①	メニューから、上下ボタンを使用して「Wi-Fi」を選択し、OK ボタンを押してください。利⽤可能な
Wi-Fi が下図のようにリスト表示されます。

②	接続したい Wi-Fi を選択し、OK ボタンを押してください。

③	リ モコンの方向キーボタンを使用してカーソルを移動し、画面上のソフトウエアキーボードで
パスワードを入力してください。
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各種設定
明るさ（輝度）の調節
①	メニューから、上下ボタンを使⽤して「明るさ」を選
択し、OK ボタンを押してください。

②	上下ボタンで、お好みの輝度に設定してください。
リモコンの左右ボタンで、お好みの画面輝度に
設定してください。

次ページへつづく ¢
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各種設定・つづき
⾳量の調節
①	メ ニューから、上下ボタンを使⽤して「音量」を
選択し、OK ボタンを押してください。
②	左右ボタンで音量を調節してください。

 ⾳量は「＋」
「ー」
（音量ボタン）
でも調節ができます。
 MUTE ボタンで消音するこ
とができます。

画面表示方向の変更
①	メニューから、上下ボタンを使⽤して「装置の向き」
を選択し、OK ボタンを押してください。
②	左右ボタンで、ディスプレイの表示方向 ( 横または縦
方向 ) を選んでください。
 表示方向を変えると、自動的に本機が再起動し、
変更した表示方向に設定されます。
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タイムゾーンの設定
①	メニューから、上下ボタンを使用して「タイムゾーン」を選択し、OK ボタンを押してください。…
「タイムゾーン選択画面」が表示されます。
②	上下ボタンで該当するエリアを選択して OK ボタンを押してください。

戻るボタン

③	ホームボタンを押すとスタートアップ画面が表示され、コンテンツ表示画面に戻ります。
 本機能は設定不要です。

表示言語の設定
①	メニューから、上下ボタンを使用して「言語」を選択し、OK ボタンを押してください。

②	上下ボタンで、お好みの言語を選択して OK ボタンを押してください。
 表示言語が変更されます。
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各種設定・つづき
日付、時刻およびカレンダーの表示
通常コンテンツ画面表示において、上下ボタンを押すと、日付、時刻およびカレンダーの表示／非表
示を切り換えることができます。
 リモコンのカレンダーボタンでカレンダーの表示／非表示を切り換えることもできます。

下

上
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本機を休止状態にする
電源ボタンを押すと本機を休止状態にすることができます。

 本機が休止状態のとき、システムが待機状態になっているため電力を消費します。完全に電
源を切るには、電源プラグをコンセントから抜いてください。

設定情報の消去
登録ユーザーの変更などで設定情報を消去し工場出荷時の状態に戻したいときは、以下の操作
をします。
①	メニューから、上下ボタンを使用して「システム」⇒「設定情報の消去」を選択し、OK ボタンを押
してください。
②	以下のメッセージが表示されます。工場出荷状態にするには「YES」を選択してください。
 設定情報を消去したのち、再度ご使用の場合は
クイックガイドに従って初期設定をおこなって
ください。
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その他のお知らせ
コンテンツの表示方法
本製品に静止画、映像ファイルを表示させる場合、コンテンツは全て Web ページ経由または専用アプリ
でクラウドにアップロードさせてから、各端末にダウンロードされます。アップロードは PC、スマート
フォン、タブレットなど、各種端末から⾏うことができます。
Web ページからはコンテンツの表示設定およびシステム休止時間の設定の設定などを⾏うことが
できます。
（詳細については個別システムの説明書を www.view-topia.com からダウンロードして
ください。）

取り扱い・安全上のご注意
本製品は精密機器です。使⽤環境に注意してご利⽤ください。取り扱い方法を誤ると故障や機能低下、
破損の原因となります。内容をよくご理解のうえ、注意してお取り扱いください。
●● ⾼温および⾼湿度下での使⽤は避けてください。
●● 動作時、非動作時にかかわらず、本体が結露しないようにご注意ください。
●● 直射日光の当たる場所ではお使いにならないでください。感電、火災、破損や故障の原因となります。
●● 水など液体のかかる場所ではお使いにならないでください。内部の回路がショートして、壊れてし
まうことがあります。
●● 濡れた手で電源プラグ部をさわらないでください。感電の危険があります。
●● ほこりの多い場所や、油を使⽤する場所ではお使いにならないでください。ほこりや油分で放熱が
妨げられ、故障の原因となります。
●● 本製品使⽤時には近くに可燃部を置かないでください。
●● タコ足配線はしないでください。感電・火災の原因となります。
●● 液晶ディスプレイ部を叩いたり強く押したりしないでください。
●● 腐⾷性ガス（温泉から出る硫⻩ガスなど）が存在する場所ではお使いにならないでください。本体
およびディスプレイが腐⾷する可能性があります。
●● 本製品をお客様ご⾃⾝で修理・分解・改造しないでください。感電・火災の原因となります。
●● 本製品を火気に近づけないでください。また端子をショートさせたりしないでください。発煙・発
火・破裂の原因になります。
●● 本製品の額縁は天然の木材を使用しております。キズなどがつきやすいので取扱いにはご注意くだ
さい。また天然木ならではの木目、斑点などが顕著に目立つものがありますが、不良品ではござい
ませんのでご了承ください。
●● 極端な低湿度の環境での保管、および使用は避けてください。木製の額縁にひび割れなどが生じる
可能性があります。
●● 本機を使用できるのは日本国内だけです。This unit is designed for use in Japan only.
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仕様
基本製品仕様
画面サイズ

32 インチ（縦・横両用）

動作電源

AC100V 〜 240V
50 ／ 60Hz

最大1.2A

解像度

1,080 × 1,920（フル HD） 動作使用条件

周囲温度：1℃～ 40℃
相対湿度：20％～ 80％
（結露なきこと）

視野角

上下左右 178°

外寸 ( 縦使⽤時 )

W:468 ㎜× H:778 ㎜× D:50 ㎜

消費電力

50Ｗ（動作時）

重量

9.5 Kg（本体）

• 画面サイズ (32 インチ ) は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

本機の特長
 設置性のよい大きさ（３２インチ）で、複数台を縦横⾃由に並べられ、様々な空間の演出が可能です。
 ノングレア フルハイビジョン 液晶ディスプレイで高精細な画質をお楽しみいただけます。
 広視野角で、斜めから見ても、色の変化がありません。
 日本の壁掛けテレビ⽤⾦具規格に対応し、オプションとしてご提供しております。
 IoT 端末として個々に ID が付与され、個別配信、店頭毎、地域毎、⼀⻫配信など、目的に応じた配信
管理が可能です。
 AC 電源ケーブルを⼀本繋ぐだけで設置ができ、スマートフォンや各種端末で、再生スケジュール
なども簡単に設定できます。

➤➤ 本機に表示される記号は以下を示しています。
交流

高圧注意（分解を行うと危険です）

クラスⅡ機器（二重絶縁構造）

製品の取扱い注意（本書の「安全のために必ず
お守りください」をよく確認ください）
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保証とアフターサービス
■■

保証書について

 保証書は、必ず「お買い上げ日 ･ 販売店名」などの記入を
お確かめのうえ販売店からお受け取りください。
 保証書裏面の「無料修理規定」をよくお読みください。
 保証書は、納品書や領収書と共に大切に保管してください。

製品本体の保証期間および保証の対象外となる
部品に関しては、保証書に記載しています。
■■

ご不明な点や修理に関するご相談

 この取扱説明書の
「困ったときは」
に従ってお調べください。
それでも解決しない場合には、お買い上げの販売店か、
お客様ご相談窓口までご相談ください。
■■

補修用性能部品の保有期間

 当社は、この製品の補修用性能部品を製造打切り後 8 年
保有しています。
 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために
必要な部品です。
■■

部品について

 修理の際に、当社の判断により、再生部品または代替部品
を使用することがあります。
 修理などで交換した部品は、任意に引き取らせていただき
ます。
※この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外
では使用できません。また、修理対応もできません。

■■

修理を依頼されるとき

 不具合があるときは、電源を切り、必ず電源プラグを
抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。
 転居や贈答品など、お買い上げの販売店にご依頼できな
い場合は、当社の窓口へお問い合わせください。
 保証期間中は
修理に際しましては、保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って、修理させていただきます。
 保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる場合はご希望より有料修理させて
いただきます。点検・診断のみでも有料となることがあ
ります。
 修理料金のしくみ
技 術 料 ＋ 部 品 代 ＋ 出 張 料 な ど で 構 成 さ れ て い ま す。
※修 理 の た め の 製 品 の 取 り は ず し・ 再 設 置 は、販 売
店様もしくはお客様でご対応をお願いします。
 製品の設定（他機器との接続・調整・取扱説明など）を依
頼されると、有料となることがあります。
 修理不可の場合
製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交
換で対応する場合があります。交換品は、新品同等の機械
的・電気的に動作確認を行った交換用製品となります。
なお、交換後の製品は、最初のご購入時の保証期間が適用
されます。

ご連絡いただきたい内容
• お名前
• ご住所
• 電話番号
• お買い上げ製品の型番…

（この取扱説明書または保証書に記載）

• お買い上げ製品の製造番号…

（保証書または本機背面のラベルに記載）

• お買い上げ日
• 症状（故障または不具合の内容）

相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて
• お客様より BOE ジャパン株式会社にお電話でお問い合わせいただいた場合には、正確にご回答するため、通話内容
を記録（録音など）させていただくことがあります。また、折り返しお電話させていただくときのために、
「発信者番号
表示」を採用しています。あらかじめご了承のうえ、お問い合わせください。
• ご相談、ご依頼いただいた内容によっては、サービス活動およびその後の安全点検活動のために、当社のグループ
会社および秘密保持契約において厳正に管理された業務委託会社に個人情報を提供させていただくことがあります。
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愛情点検

長年ご使用の製品の点検を！
このような
症状は
ありませんか

(

熱、湿気、ほこりなどの影響や、使用の度合いにより
部 品 が 劣 化 し、故 障 し た り、と き に は 安 全 性 を
損なって事故につながったりすることもあります。

• 映像や音がでない。
• 変なにおいがしたり、
煙がでたりする。
• 内部に水や異物が入った。
• その他の異常や故障がある。

ご使用
中止

)

このようなときは、故障や事故防止
のためスイッチを切り、コンセント
から電源プラグを抜き、必ずお買い
上げの販売店にご連絡ください。
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困ったときは
よくあるご質問
■■

電源
このようなときは…

電源が入らない。

ここをお調べください

参照
ページ

• 電源プラグが抜けていませんか。
• 指定（表示）以外の電源電圧（交流 200V）に電源プラグを挿していませんか。
⇒⇒ 安全のための保護回路が働くため、電源が入らなくなります。
一旦電源プラグを今のコンセントから抜いて、約 10 分ほど時間をおいてから、
指定（表示）の電源電圧（交流 100V）につなぎ直し、正常動作するかご確認く
ださい。正常動作しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

電源が入らない。

• 電源ボタンを押しても電源が入らない場合は、電源プラグをコンセント…
から抜いて、電源を入れ直してください。それでも電源が入らない場合は、
安全のための保護回路がはたらいている可能性があります。
⇒⇒ 電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。

電源が入らない。

• リモコンの乾電池が消耗していませんか。
• リモコンの乾電池の

■■

12
12

リモコン
このようなときは…

リモコンで操作できない。
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が逆に入っていませんか。

ここをお調べください
• リモコンの乾電池が消耗していませんか。
が逆に入っていませんか。
• リモコンの乾電池の

参照
ページ
12
12

お手入れのしかた
お手入れ方法について
本体のお手入れ
 本体のコンセントを抜いてから、OA クリーニング⽤のクロスや不織布などの乾いた柔らかい布を
使って軽く拭き取ってください。
 シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきん、清掃⽤スプレー（可燃性物質を含む
もの）は絶対に使わないでください。

液晶ディスプレイのお手入れ
 OA クリーニング⽤のクロスや不織布などの乾いた柔らかい布かメガネ拭きを使って軽く拭き
取ってください。水や中性洗剤を使⽤して拭かないでください。
 市販のクリーナーや化学ぞうきんを使うと、成分によっては、画面の表面のコーティングを傷める
おそれがあります。次のものは、使わないでください。
• アルカリ性成分を含んだもの
• 界面活性剤を含んだもの
• アルコール成分を含んだもの
• シンナーやベンジンなどの揮発性の強いもの
• 研磨剤を含むもの

 ⽖や指輪などで傷を付けないように注意してください。
 液晶ディスプレイの表面を固いものでこすったり、強く押しつけたりしないでください。破損する
おそれがあります。
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保

証

書 （裏面）
（表面もご覧ください）

無料修理規定
（イ）	取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常なご使用状態で、保証期間中
に故障した場合には、本保証書にしたがい、無料修理いたします。ただし、製品の状態や
その他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますので、あらかじ
めご了承ください。
（ロ）	次のような場合には、保証期間中でも有料修理あるいは修理が不可能な場合、同等製品
との有償交換となります。
① 本保証書のご提示がない場合。
②	本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名など必要事項の記入や押印がな
い場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
③	使 用上の誤り、結露や水濡れあるいは不当な改造、修理、加工による故障および損
傷。
（取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、責任を負
いません。）
④ お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下、衝撃などによる故障および損傷。
⑤	業務用・商業用による使用や車両、船舶などに搭載して使用した場合に生じた故障
や損傷。
⑥	火災、塩害、ガス害（硫黄ガスなど）、地震、落雷、津波および風水害、その他天災地変、
あるいは異常電圧などの外部要因による故障および損傷。
⑦ 錆、カビ、過度な汚れなどによる故障や損傷。
⑧ 虫などの動植物や、タバコの煙、ゴミや埃などの異物混入による故障や損傷。
⑨	故障の原因が本機以外（通信・受信環境、あるいは接続している機器およびケーブ
ル類）の製品にある場合。
⑩	本機の使用または使用不能による付随的な損害に関して、保証・補償いたしません。
⑪	予 告なく変更や追加される、あるいは規格の異なる記録媒体、アプリケーション、
コンテンツおよび電源電圧による不具合。
（インターネットを使用して提供される
サービスは、予告なく休止したり、サービス自体が終了されたりする場合がありま
すので、あらかじめご了承ください。）
（ハ）	記録媒体を搭載または使用する製品の場合、
故障の際または修理・交換により記録内容
が消失等する場合がありますが、
記録内容についての補償はいたしません。
（ニ）	商品を直接当社へ送付した場合の送料などはお客様の負担となります。
※	環境保護等を推進するため、弊社の判断により修理の際に再生部品または代替部品を
使用することがありますので、あらかじめご了承ください。また、修理後、交換した部品
は弊社が任意にお引き取りさせていただきます。
※	製品交換となる場合の弊社からお届けする交換品は、弊社にて分解、クリーニング、消
耗・不具合部品の交換、再調整など行った新品同等の機械的、電気的に動作確認を行っ
た交換製品となります。
※	本保証書にもとづく無料修理（製品交換含む）後の製品については、最初のご購入時の
保証期間が適用されます。

修理メモ

27

保

証

書 （表面）

本保証書は、本書に記載の内容（本書裏面の規定含む）で無料修理または無償交換を
行うことをお約束するものです。
①	保 証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または
当社にご相談ください。
② 本書の★印欄に記入・押印のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。
③ 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
④	お客様にご記入いただいた住所等の情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検
活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、
あらかじめご了承ください。
⑤	こ の保証書によって保証書を発行している者
（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対する
お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
⑥ 本保証書は日本国内で使用される場合のみ適用されます。
This warranty is valid only in Japan.
⑦	修 理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する
場合がございますが、
個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、
あらかじめご了承ください。

●ご販売店様へ
★印欄をご記入のうえ、下部の保証書をお客様へお渡しください。

品
名
お客様
※

（ふりがな）
お 名 前
ご

住

所 〒

（

）

お電話番号

★販売店

店

名

住

所

-

ご不明点などがございましたら、
下記までお問合せください。

-

BOE ジャパン株式会社

電話番号

保証期間（お買い上げ日から）

本

★お買い上げ日

年

体

1

年

月

東京都港区港南 2-16-1
品川イーストワンタワー 4 階

間
日

営業時間

BOEジャパン株式会社
〒108-0075 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー 4階

☎03 - 6712 - 3960

営業時間

☎ 03 - 6712 - 3960

09:00～18:00（月～金）※祝日、年末年始を除く

09：00 ～ 18：00（月～金）
※祝日、年末年始を除く

