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4安全上のご注意

付属品を確認する

本製品をご使用になる前に下記の「安全上のご注意」、「使用上のご注意・
お手入れについて」を必ずよく読み、正しくお使いください。
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雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない
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• USBハードディスクを本機に正しく接続してください。

• 外部入力のソースによっては、映像や音声に若干の遅れ
が生じる場合があります。映像、音声でリズムを取るテレ
ビゲームやカラオケ機器によっては、違和感を感じる場合
がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承く
ださい。



本製品をご使用になる前に、以下の物が全てそろっているか確認してください。万が一、不足しているものや破損している
場合は、販売店、サービス／コールセンター（TEL：0570-021-051）までご連絡ください。

株式会社アペックス

株式会社アペックス

0570-021-051
0554-56-8086

0570-021-051
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17

18

20

21

「準備」の項目はテレビをお楽しみいただくために本製品の各部の名称、主な機
能、リモコンのボタンの説明などをご案内いたします。

各部の名前
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カーソル

メニュー

カーソル
メニューの項目を上下に移動します。

カーソル

メニュー

メニュー
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コンポーネント入力
（Y　PB/CB　PR/CR）ヘッドホン出力

ヘッドホン出力

コンポーネント入力

AV

AV入力

USBメディア

HDMI 3入力

HDMI 2入力

HDMI 1入力

コンポーネント（Y　PB/CB　PR/CR）
ケーブルを接続します。

USBメディア
写真、動画、テキスト等のUSBスティック/USB-HDDを
接続します。

HDMI 3 入力
市販のHDMIケーブルを使用して対応機器を接続し
ます。

HDMI 2 入力
市販のHDMIケーブルを使用して対応機器を接続し
ます。

HDMI 1 （ARC）入力
市販のHDMIケーブルを使用して対応機器を接続し
ます。
ARC機能を使用する時はデジタルオーディオアンプ
に接続します。

USBメディア端子の供給電力量は5V 500mAです。
HDMIドングルの電源に使用すると、電力が不足し
て、不安定になる場合があります。
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もう一度押すと元の音量に戻ります。

HDMI1

終了

HDMI2

HDMI3

メニュー画面を表示します。前のメニューに戻ります。
メニューを終了します。

入力リストから接続している外部機器の映像に切り換
えます。

HDMI 1をダイレクトに選びます。

入力信号などの情報を表示します。

HDMI 1

HDMI 2をダイレクトに選びます。
HDMI 2

HDMI 3をダイレクトに選びます。
HDMI 3

メニューを終了します。
終了
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単4形乾電池×2

電池カバー
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15

に

USBハードディスク

USB

しみます。
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市販のAVケーブルで、DVDプレーヤーなどのAV出力端
子と本機のAV入力端子を接続します。音声は音声ケーブル
をAV入力端子の音声プラグに接続します。赤と白のプラ
グを音声端子に、プラグと端子の色をそれぞれ合わせるよ
うにして接続してください。

AV入力端子に接続する
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市販のコンポーネントケーブルで、DVDプレーヤーなどの
コンポーネント出力端子と本機のコンポーネント入力端子
を接続します。音声は音声ケーブルをAV入力端子の音声プ
ラグに接続します。赤と白のプラグを音声端子に、プラグ
と端子の色をそれぞれ合わせるようにして接続してくださ
い。

コンポーネント入力端子に接続する

コンポーネント出力
Y PB/CB PR/CR

Y　    ： 緑色

PB/CB ： 青色

CB/CR ： 橙色

コンポーネント端子

音声端子

緑 橙青

緑 橙青
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力と本機のHDMI入力1端子またはHDMI2入力端子、
HDMI3入力端子のいずれかとつないでください。HDMIケ
ーブルはデジタル信号で映像と音声を1本で接続します。
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31

HDMIモードでコンピュータ、ビデオを選ぶ。
テキスト画面の時はコンピュータを選ぶ。

必要に応じてアスペクト比（　31ページ）を設定して
ください。
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二
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テレビの操作 28

27



電源プラグをコンセント
から抜いてください。（電源ランプ：消灯）

テレビの操作

30

されます。
映像設定
音声設定
時間
各種設定
が表示されます。

28
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30

メニュー

メインメニューの使い方
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メインメニューの使い方
［メニュー］を押してメインメニューを開き［◀］/［▶］
で選びます。
［決定］で確定します。
もう一度［メニュー］を押すと、メニューを終了したり
、前の画面に戻ります。

　
［▼］/［▲］でピクチャーモード、BLACK LEVEL、
コントラスト、色の濃さ、色合い、シャープネス、明る
さ、色温度、その他の映像設定を選びます。 
HDRの設定は入力信号がHDRの時にメニューに表
示されます。 
［決定］/［▼］で確定します。 
［◀］/［▶］で調整します。 
もう一度［メニュー］を押すと前の画面に戻ります。 

【ピクチャーモード】 
画像に合わせてピクチャーモードを変更します。 
［◀］/［▶］で選定します。(スタンダード、マイルド、
ユーザー、鮮明） 
注意：BLACK LEVEL、コントラスト、色の濃さ、
シャープネスを調整できるのはユーザーモードの時
だけです。 
スタンダード：標準の画像です。 
マイルド：やや穏やかな柔らかい画像です。 
鮮明：明るく、よりクリアな画像です。 
ユーザー：映像設定をお好みに合わせて変えます。 

【BLACK LEVEL】 
黒レベルを動かして、画面の輝きを調整します。 

【コントラスト】 
明暗の強さを調整します。 

【色の濃さ】 
色の濃さを調整します。 

【色合い】 
工場設定で変更できません。 

【シャープネス】 
画像の輪郭を補正し、くっきりさせます。 

映像設定メニュー 
【色温度】 
画像を見る照明の環境、好みに合わせて、画像の色
温度を変えます。 
スタンダード：標準の色温度です。 
暖かい：赤っぽい画像になります。 
クール：青っぽい画像になります。 

【その他の映像設定】 
その他の映像設定をします。

　
【アスペクト比】 
入力信号に合わせて、画面の大きさを調整します。 
ノーマル:自動的にアスペクト比を調整します。 
ワイド：16:9の画面を見る時に使います。 
映画：画面の上下を切り取ります。 
ズーム：画面の中央を切り取ります。 

【ノイズ低減】 
画像のノイズを低減させます。 
オフ：映像ノイズの検出をしません。 
低：映像ノイズを検出し、ノイズを弱く低減します。 
中：映像ノイズを検出し、ノイズを中程度に低減します。 
高：映像ノイズを検出し、ノイズを高程度に低減します。 

【ダイナミックコントラスト】 
画像の明るさに応じて、コントラストの調整を自動的
に行います。 

【HDMIモード】 
HDMI入力信号に対して有効です。 
ビデオ：動画や写真画像で使います。 
コンピュータ：文字を表示させる時に使います。 

【HDR】 
HDRの処理の強さを変えます。中/高/低 
注意：各種設定のその他の設定でHDMI4Kの項目を
HDMIエンハンスメントに設定する必要があります。
(⇒ページ33） 
　　:入力信号がHDRフォーマットに対応している時
　　 に有効です。 

［メニュー］を押してメインメニューを開き［◀］/［▶］
で選びます。
［決定］で確定します。
もう一度［メニュー］を押すと、メニューを終了したり、
前の画面に戻ります。

　
［▼］/［▲］で音声モード/低音/高音/バランス/Digi-
tal Output/サラウンド/AVL/スピーカーを選びます。
［決定］/［▼］で確定します。 
［◀］/［▶］ボタンで調整します。 
もう一度［メニュー］を押すと前の画面に戻ります。 

【音声モード】 
音声モードを好適な音声に合わせます。 
［◀］/［▶］で選択します。（スタンダード/ミュージッ
ク/映画/スポーツ・カスタム） 
注意:低音/高音/バランスの調整はカスタムモードでだ
け、お好みに合わせて調整できます。 
スタンダード：大体の音声に合う標準の設定です。 
カスタム：お好みに合わせて調整します。 
映画：高音、低音を強調して、豊かな音になります。 
スポーツ:音声を強調します。 
ミュージック：音楽プログラムを聞くのに適した設定です。

【高音】 
高音の強さを調整します。 

【低音】 
低音の強さを調整します。 

【バランス】 
視聴位置に合わせて、左右のスピーカーの音量を調整
します。 

【Digital Output】 
デジタル音声出力の型式を変更します。（PCM/ビット
ストリーム） 
PCM；2チャンネルのステレオ信号に変更して出力します。 
ビットストリーム：元の型式の音声出力まま出力します。 

メ
ニ
ュ
ー

【サラウンド】 
スピーカーから出る音声にサラウンド効果を付けるか
付けないかを選びます。出荷設定はオフです。 
［◀］/［▶］で選びます。（オフ/オン）

　
［メニュー］を押してメインメニューを開き［◀］/［▶］
で選びます。
時間を［決定］で確定します。
もう一度メニューボタンを押すと、メニューを終了した
り、前の画面に戻ります。

　
【オフタイマー】 
無操作時に自動的にテレビがスタンバイになる時間を
設定します。 
［◀］/［▶］で選びます。（オフ、5分、10分、15分、30
分、60分、90分、120分、180分、240分） 

　
［メニュー］を押してメインメニューを開き［◀］/［▶］
で選びます。
決定ボタンで確定します。
もう一度［メニュー］を押すと、メニューを終了したり、
前の画面に戻ります。

　
［▼］/［▲］でメニュー言語、OSDタイムアウト、入力
ラベル、その他の設定、Reset、HDMIのCECを選びます。 

【メニュー言語】 
［◀］/［▶］で言語を選びます。（日本語/English） 

【OSDタイムアアウト】 
［◀］/［▶］でOSDの表示時間を選びます。（5秒、15
秒、30秒、45秒、60秒） 

【入力ラベル】 
テレビに接続されている機器の名前を選びます。

　
機器名は以下の物が用意されてます。 
アンテナ、ケーブル、衛星、DTV、DVD、Blu-ray、
HD-DVD、XBOX、Wii、PS3、Game、Computer、
VCR、DV、Component 

【その他の設定】 
［▼］/［▲］でその他の設定を選び、決定で確定します。 
［▼］/［▲］で音声のみ、HDMI　４Kを選びます。

 

　
【音声のみ】 
音声のみを選ぶと映像がミュートされ、黒画面となり
ます。 
音声のみを解除するには、何かボタンを押します。 

【HDMI 4K】 
［◀］/［▶］でスタンダード、エンハンスメントを選び
ます。 
HDR信号を処理する時にエンハンスメントを選びます。

 

【Reset】 
テレビを工場出荷時の状態に戻す時に選択します。 

　
［◀］/［▶］ではいを選択し、［決定］を押すと、リセッ
トを実行します。 

【HDMIのCEC】 
HDMIのCEC機能の設定を行います。 
［▼］/［▲］でCECの設定項目を選び、決定で確定し
ます。

　
【機器リンク制御】 
CEC連動機能のオン/オフを選びます。 

【システムオフ設定】 
接続されている機器の電源を自動的にオフします。 

【TV連動オン設定】 
接続されている機器の電源が入ると、TVの電源が自動
的に入ります。 

【ARC】 
ARC機能のオン/オフを選びます。 

【接続機器一覧】 
TVに接続されているCEC機器の一覧が見れます。 

【接続機器選択】 
TVに接続されているCEC機器を選びます。 

【操作一覧】 
TVに接続されている機器の操作を選びます。 

メディアメニューを開くには、USB機器を接続します。
入力切換ボタンを押して、入力リストからメディアを選
びます。

 

　
［◀］/［▶］で再生するメディアを選びます。 
画面に表示されるプレビュー画面及び、ファイルリスト
から再生するファイルを［◀］/［▶］で選び、［決定］で
確定します。

メディア再生は以下のような方式に対応しています。

　
注意 
ファイルやコーディックによっては再生できないもの
があります。再生できない場合 bad device と表示さ
れます。 

USBスティック、USB-HDDによっては利用できない
場合があります。データの破損・紛失の責任は負いか
ねます。 
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［メニュー］を押してメインメニューを開き［◀］/［▶］
で選びます。
［決定］で確定します。
もう一度［メニュー］を押すと、メニューを終了したり
、前の画面に戻ります。

　
［▼］/［▲］でピクチャーモード、BLACK LEVEL、
コントラスト、色の濃さ、色合い、シャープネス、明る
さ、色温度、その他の映像設定を選びます。 
HDRの設定は入力信号がHDRの時にメニューに表
示されます。 
［決定］/［▼］で確定します。 
［◀］/［▶］で調整します。 
もう一度［メニュー］を押すと前の画面に戻ります。 

【ピクチャーモード】 
画像に合わせてピクチャーモードを変更します。 
［◀］/［▶］で選定します。(スタンダード、マイルド、
ユーザー、鮮明） 
注意：BLACK LEVEL、コントラスト、色の濃さ、
シャープネスを調整できるのはユーザーモードの時
だけです。 
スタンダード：標準の画像です。 
マイルド：やや穏やかな柔らかい画像です。 
鮮明：明るく、よりクリアな画像です。 
ユーザー：映像設定をお好みに合わせて変えます。 

【BLACK LEVEL】 
黒レベルを動かして、画面の輝きを調整します。 

【コントラスト】 
明暗の強さを調整します。 

【色の濃さ】 
色の濃さを調整します。 

【色合い】 
工場設定で変更できません。 

【シャープネス】 
画像の輪郭を補正し、くっきりさせます。 

【色温度】 
画像を見る照明の環境、好みに合わせて、画像の色
温度を変えます。 
スタンダード：標準の色温度です。 
暖かい：赤っぽい画像になります。 
クール：青っぽい画像になります。 

【その他の映像設定】 
その他の映像設定をします。

　
【アスペクト比】 
入力信号に合わせて、画面の大きさを調整します。 
ノーマル:自動的にアスペクト比を調整します。 
ワイド：16:9の画面を見る時に使います。 
映画：画面の上下を切り取ります。 
ズーム：画面の中央を切り取ります。 

【ノイズ低減】 
画像のノイズを低減させます。 
オフ：映像ノイズの検出をしません。 
低：映像ノイズを検出し、ノイズを弱く低減します。 
中：映像ノイズを検出し、ノイズを中程度に低減します。 
高：映像ノイズを検出し、ノイズを高程度に低減します。 

【ダイナミックコントラスト】 
画像の明るさに応じて、コントラストの調整を自動的
に行います。 

【HDMIモード】 
HDMI入力信号に対して有効です。 
ビデオ：動画や写真画像で使います。 
コンピュータ：文字を表示させる時に使います。 

【HDR】 
HDRの処理の強さを変えます。中/高/低 
注意：各種設定のその他の設定でHDMI4Kの項目を
HDMIエンハンスメントに設定する必要があります。
(⇒ページ33） 
　　:入力信号がHDRフォーマットに対応している時
　　 に有効です。 

映像設定メニュー（つづき） 
［メニュー］を押してメインメニューを開き［◀］/［▶］
で選びます。
［決定］で確定します。
もう一度［メニュー］を押すと、メニューを終了したり、
前の画面に戻ります。

　
［▼］/［▲］で音声モード/低音/高音/バランス/Digi-
tal Output/サラウンド/AVL/スピーカーを選びます。
［決定］/［▼］で確定します。 
［◀］/［▶］ボタンで調整します。 
もう一度［メニュー］を押すと前の画面に戻ります。 

【音声モード】 
音声モードを好適な音声に合わせます。 
［◀］/［▶］で選択します。（スタンダード/ミュージッ
ク/映画/スポーツ・カスタム） 
注意:低音/高音/バランスの調整はカスタムモードでだ
け、お好みに合わせて調整できます。 
スタンダード：大体の音声に合う標準の設定です。 
カスタム：お好みに合わせて調整します。 
映画：高音、低音を強調して、豊かな音になります。 
スポーツ:音声を強調します。 
ミュージック：音楽プログラムを聞くのに適した設定です。

【高音】 
高音の強さを調整します。 

【低音】 
低音の強さを調整します。 

【バランス】 
視聴位置に合わせて、左右のスピーカーの音量を調整
します。 

【Digital Output】 
デジタル音声出力の型式を変更します。（PCM/ビット
ストリーム） 
PCM；2チャンネルのステレオ信号に変更して出力します。 
ビットストリーム：元の型式の音声出力まま出力します。 

音声設定

メ
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【サラウンド】 
スピーカーから出る音声にサラウンド効果を付けるか
付けないかを選びます。出荷設定はオフです。 
［◀］/［▶］で選びます。（オフ/オン）

　
［メニュー］を押してメインメニューを開き［◀］/［▶］
で選びます。
時間を［決定］で確定します。
もう一度メニューボタンを押すと、メニューを終了した
り、前の画面に戻ります。

　
【オフタイマー】 
無操作時に自動的にテレビがスタンバイになる時間を
設定します。 
［◀］/［▶］で選びます。（オフ、5分、10分、15分、30
分、60分、90分、120分、180分、240分） 

　
［メニュー］を押してメインメニューを開き［◀］/［▶］
で選びます。
決定ボタンで確定します。
もう一度［メニュー］を押すと、メニューを終了したり、
前の画面に戻ります。

　
［▼］/［▲］でメニュー言語、OSDタイムアウト、入力
ラベル、その他の設定、Reset、HDMIのCECを選びます。 

【メニュー言語】 
［◀］/［▶］で言語を選びます。（日本語/English） 

【OSDタイムアアウト】 
［◀］/［▶］でOSDの表示時間を選びます。（5秒、15
秒、30秒、45秒、60秒） 

【入力ラベル】 
テレビに接続されている機器の名前を選びます。

　
機器名は以下の物が用意されてます。 
アンテナ、ケーブル、衛星、DTV、DVD、Blu-ray、
HD-DVD、XBOX、Wii、PS3、Game、Computer、
VCR、DV、Component 

【その他の設定】 
［▼］/［▲］でその他の設定を選び、決定で確定します。 
［▼］/［▲］で音声のみ、HDMI　４Kを選びます。

 

　
【音声のみ】 
音声のみを選ぶと映像がミュートされ、黒画面となり
ます。 
音声のみを解除するには、何かボタンを押します。 

【HDMI 4K】 
［◀］/［▶］でスタンダード、エンハンスメントを選び
ます。 
HDR信号を処理する時にエンハンスメントを選びます。

 

【Reset】 
テレビを工場出荷時の状態に戻す時に選択します。 

　
［◀］/［▶］ではいを選択し、［決定］を押すと、リセッ
トを実行します。 

【HDMIのCEC】 
HDMIのCEC機能の設定を行います。 
［▼］/［▲］でCECの設定項目を選び、決定で確定し
ます。

　
【機器リンク制御】 
CEC連動機能のオン/オフを選びます。 

【システムオフ設定】 
接続されている機器の電源を自動的にオフします。 

【TV連動オン設定】 
接続されている機器の電源が入ると、TVの電源が自動
的に入ります。 

【ARC】 
ARC機能のオン/オフを選びます。 

【接続機器一覧】 
TVに接続されているCEC機器の一覧が見れます。 

【接続機器選択】 
TVに接続されているCEC機器を選びます。 

【操作一覧】 
TVに接続されている機器の操作を選びます。 

メディアメニューを開くには、USB機器を接続します。
入力切換ボタンを押して、入力リストからメディアを選
びます。

 

　
［◀］/［▶］で再生するメディアを選びます。 
画面に表示されるプレビュー画面及び、ファイルリスト
から再生するファイルを［◀］/［▶］で選び、［決定］で
確定します。

メディア再生は以下のような方式に対応しています。

　
注意 
ファイルやコーディックによっては再生できないもの
があります。再生できない場合 bad device と表示さ
れます。 

USBスティック、USB-HDDによっては利用できない
場合があります。データの破損・紛失の責任は負いか
ねます。 

 

31



［メニュー］を押してメインメニューを開き［◀］/［▶］
で選びます。
［決定］で確定します。
もう一度［メニュー］を押すと、メニューを終了したり
、前の画面に戻ります。

　
［▼］/［▲］でピクチャーモード、BLACK LEVEL、
コントラスト、色の濃さ、色合い、シャープネス、明る
さ、色温度、その他の映像設定を選びます。 
HDRの設定は入力信号がHDRの時にメニューに表
示されます。 
［決定］/［▼］で確定します。 
［◀］/［▶］で調整します。 
もう一度［メニュー］を押すと前の画面に戻ります。 

【ピクチャーモード】 
画像に合わせてピクチャーモードを変更します。 
［◀］/［▶］で選定します。(スタンダード、マイルド、
ユーザー、鮮明） 
注意：BLACK LEVEL、コントラスト、色の濃さ、
シャープネスを調整できるのはユーザーモードの時
だけです。 
スタンダード：標準の画像です。 
マイルド：やや穏やかな柔らかい画像です。 
鮮明：明るく、よりクリアな画像です。 
ユーザー：映像設定をお好みに合わせて変えます。 

【BLACK LEVEL】 
黒レベルを動かして、画面の輝きを調整します。 

【コントラスト】 
明暗の強さを調整します。 

【色の濃さ】 
色の濃さを調整します。 

【色合い】 
工場設定で変更できません。 

【シャープネス】 
画像の輪郭を補正し、くっきりさせます。 

【色温度】 
画像を見る照明の環境、好みに合わせて、画像の色
温度を変えます。 
スタンダード：標準の色温度です。 
暖かい：赤っぽい画像になります。 
クール：青っぽい画像になります。 

【その他の映像設定】 
その他の映像設定をします。

　
【アスペクト比】 
入力信号に合わせて、画面の大きさを調整します。 
ノーマル:自動的にアスペクト比を調整します。 
ワイド：16:9の画面を見る時に使います。 
映画：画面の上下を切り取ります。 
ズーム：画面の中央を切り取ります。 

【ノイズ低減】 
画像のノイズを低減させます。 
オフ：映像ノイズの検出をしません。 
低：映像ノイズを検出し、ノイズを弱く低減します。 
中：映像ノイズを検出し、ノイズを中程度に低減します。 
高：映像ノイズを検出し、ノイズを高程度に低減します。 

【ダイナミックコントラスト】 
画像の明るさに応じて、コントラストの調整を自動的
に行います。 

【HDMIモード】 
HDMI入力信号に対して有効です。 
ビデオ：動画や写真画像で使います。 
コンピュータ：文字を表示させる時に使います。 

【HDR】 
HDRの処理の強さを変えます。中/高/低 
注意：各種設定のその他の設定でHDMI4Kの項目を
HDMIエンハンスメントに設定する必要があります。
(⇒ページ33） 
　　:入力信号がHDRフォーマットに対応している時
　　 に有効です。 

メインメニューの使い方  （つづき）

［メニュー］を押してメインメニューを開き［◀］/［▶］
で選びます。
［決定］で確定します。
もう一度［メニュー］を押すと、メニューを終了したり、
前の画面に戻ります。

　
［▼］/［▲］で音声モード/低音/高音/バランス/Digi-
tal Output/サラウンド/AVL/スピーカーを選びます。
［決定］/［▼］で確定します。 
［◀］/［▶］ボタンで調整します。 
もう一度［メニュー］を押すと前の画面に戻ります。 

【音声モード】 
音声モードを好適な音声に合わせます。 
［◀］/［▶］で選択します。（スタンダード/ミュージッ
ク/映画/スポーツ・カスタム） 
注意:低音/高音/バランスの調整はカスタムモードでだ
け、お好みに合わせて調整できます。 
スタンダード：大体の音声に合う標準の設定です。 
カスタム：お好みに合わせて調整します。 
映画：高音、低音を強調して、豊かな音になります。 
スポーツ:音声を強調します。 
ミュージック：音楽プログラムを聞くのに適した設定です。

【高音】 
高音の強さを調整します。 

【低音】 
低音の強さを調整します。 

【バランス】 
視聴位置に合わせて、左右のスピーカーの音量を調整
します。 

【Digital Output】 
デジタル音声出力の型式を変更します。（PCM/ビット
ストリーム） 
PCM；2チャンネルのステレオ信号に変更して出力します。 
ビットストリーム：元の型式の音声出力まま出力します。 

メ
ニ
ュ
ー

【サラウンド】 
スピーカーから出る音声にサラウンド効果を付けるか
付けないかを選びます。出荷設定はオフです。 
［◀］/［▶］で選びます。（オフ/オン）

　
［メニュー］を押してメインメニューを開き［◀］/［▶］
で選びます。
時間を［決定］で確定します。
もう一度メニューボタンを押すと、メニューを終了した
り、前の画面に戻ります。

　
【オフタイマー】 
無操作時に自動的にテレビがスタンバイになる時間を
設定します。 
［◀］/［▶］で選びます。（オフ、5分、10分、15分、30
分、60分、90分、120分、180分、240分） 

　
［メニュー］を押してメインメニューを開き［◀］/［▶］
で選びます。
決定ボタンで確定します。
もう一度［メニュー］を押すと、メニューを終了したり、
前の画面に戻ります。

　
［▼］/［▲］でメニュー言語、OSDタイムアウト、入力
ラベル、その他の設定、Reset、HDMIのCECを選びます。 

音声設定（つづき）

時間設定

各種設定

【メニュー言語】 
［◀］/［▶］で言語を選びます。（日本語/English） 

【OSDタイムアアウト】 
［◀］/［▶］でOSDの表示時間を選びます。（5秒、15
秒、30秒、45秒、60秒） 

【入力ラベル】 
テレビに接続されている機器の名前を選びます。

　
機器名は以下の物が用意されてます。 
アンテナ、ケーブル、衛星、DTV、DVD、Blu-ray、
HD-DVD、XBOX、Wii、PS3、Game、Computer、
VCR、DV、Component 

【その他の設定】 
［▼］/［▲］でその他の設定を選び、決定で確定します。 
［▼］/［▲］で音声のみ、HDMI　４Kを選びます。

 

　
【音声のみ】 
音声のみを選ぶと映像がミュートされ、黒画面となり
ます。 
音声のみを解除するには、何かボタンを押します。 

【HDMI 4K】 
［◀］/［▶］でスタンダード、エンハンスメントを選び
ます。 
HDR信号を処理する時にエンハンスメントを選びます。

 

【Reset】 
テレビを工場出荷時の状態に戻す時に選択します。 

　
［◀］/［▶］ではいを選択し、［決定］を押すと、リセッ
トを実行します。 

【HDMIのCEC】 
HDMIのCEC機能の設定を行います。 
［▼］/［▲］でCECの設定項目を選び、決定で確定し
ます。

　
【機器リンク制御】 
CEC連動機能のオン/オフを選びます。 

【システムオフ設定】 
接続されている機器の電源を自動的にオフします。 

【TV連動オン設定】 
接続されている機器の電源が入ると、TVの電源が自動
的に入ります。 

【ARC】 
ARC機能のオン/オフを選びます。 

【接続機器一覧】 
TVに接続されているCEC機器の一覧が見れます。 

【接続機器選択】 
TVに接続されているCEC機器を選びます。 

【操作一覧】 
TVに接続されている機器の操作を選びます。 

メディアメニューを開くには、USB機器を接続します。
入力切換ボタンを押して、入力リストからメディアを選
びます。

 

　
［◀］/［▶］で再生するメディアを選びます。 
画面に表示されるプレビュー画面及び、ファイルリスト
から再生するファイルを［◀］/［▶］で選び、［決定］で
確定します。

メディア再生は以下のような方式に対応しています。

　
注意 
ファイルやコーディックによっては再生できないもの
があります。再生できない場合 bad device と表示さ
れます。 

USBスティック、USB-HDDによっては利用できない
場合があります。データの破損・紛失の責任は負いか
ねます。 
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［メニュー］を押してメインメニューを開き［◀］/［▶］
で選びます。
［決定］で確定します。
もう一度［メニュー］を押すと、メニューを終了したり
、前の画面に戻ります。

　
［▼］/［▲］でピクチャーモード、BLACK LEVEL、
コントラスト、色の濃さ、色合い、シャープネス、明る
さ、色温度、その他の映像設定を選びます。 
HDRの設定は入力信号がHDRの時にメニューに表
示されます。 
［決定］/［▼］で確定します。 
［◀］/［▶］で調整します。 
もう一度［メニュー］を押すと前の画面に戻ります。 

【ピクチャーモード】 
画像に合わせてピクチャーモードを変更します。 
［◀］/［▶］で選定します。(スタンダード、マイルド、
ユーザー、鮮明） 
注意：BLACK LEVEL、コントラスト、色の濃さ、
シャープネスを調整できるのはユーザーモードの時
だけです。 
スタンダード：標準の画像です。 
マイルド：やや穏やかな柔らかい画像です。 
鮮明：明るく、よりクリアな画像です。 
ユーザー：映像設定をお好みに合わせて変えます。 

【BLACK LEVEL】 
黒レベルを動かして、画面の輝きを調整します。 

【コントラスト】 
明暗の強さを調整します。 

【色の濃さ】 
色の濃さを調整します。 

【色合い】 
工場設定で変更できません。 

【シャープネス】 
画像の輪郭を補正し、くっきりさせます。 

【色温度】 
画像を見る照明の環境、好みに合わせて、画像の色
温度を変えます。 
スタンダード：標準の色温度です。 
暖かい：赤っぽい画像になります。 
クール：青っぽい画像になります。 

【その他の映像設定】 
その他の映像設定をします。

　
【アスペクト比】 
入力信号に合わせて、画面の大きさを調整します。 
ノーマル:自動的にアスペクト比を調整します。 
ワイド：16:9の画面を見る時に使います。 
映画：画面の上下を切り取ります。 
ズーム：画面の中央を切り取ります。 

【ノイズ低減】 
画像のノイズを低減させます。 
オフ：映像ノイズの検出をしません。 
低：映像ノイズを検出し、ノイズを弱く低減します。 
中：映像ノイズを検出し、ノイズを中程度に低減します。 
高：映像ノイズを検出し、ノイズを高程度に低減します。 

【ダイナミックコントラスト】 
画像の明るさに応じて、コントラストの調整を自動的
に行います。 

【HDMIモード】 
HDMI入力信号に対して有効です。 
ビデオ：動画や写真画像で使います。 
コンピュータ：文字を表示させる時に使います。 

【HDR】 
HDRの処理の強さを変えます。中/高/低 
注意：各種設定のその他の設定でHDMI4Kの項目を
HDMIエンハンスメントに設定する必要があります。
(⇒ページ33） 
　　:入力信号がHDRフォーマットに対応している時
　　 に有効です。 

［メニュー］を押してメインメニューを開き［◀］/［▶］
で選びます。
［決定］で確定します。
もう一度［メニュー］を押すと、メニューを終了したり、
前の画面に戻ります。

　
［▼］/［▲］で音声モード/低音/高音/バランス/Digi-
tal Output/サラウンド/AVL/スピーカーを選びます。
［決定］/［▼］で確定します。 
［◀］/［▶］ボタンで調整します。 
もう一度［メニュー］を押すと前の画面に戻ります。 

【音声モード】 
音声モードを好適な音声に合わせます。 
［◀］/［▶］で選択します。（スタンダード/ミュージッ
ク/映画/スポーツ・カスタム） 
注意:低音/高音/バランスの調整はカスタムモードでだ
け、お好みに合わせて調整できます。 
スタンダード：大体の音声に合う標準の設定です。 
カスタム：お好みに合わせて調整します。 
映画：高音、低音を強調して、豊かな音になります。 
スポーツ:音声を強調します。 
ミュージック：音楽プログラムを聞くのに適した設定です。

【高音】 
高音の強さを調整します。 

【低音】 
低音の強さを調整します。 

【バランス】 
視聴位置に合わせて、左右のスピーカーの音量を調整
します。 

【Digital Output】 
デジタル音声出力の型式を変更します。（PCM/ビット
ストリーム） 
PCM；2チャンネルのステレオ信号に変更して出力します。 
ビットストリーム：元の型式の音声出力まま出力します。 

メ
ニ
ュ
ー

【サラウンド】 
スピーカーから出る音声にサラウンド効果を付けるか
付けないかを選びます。出荷設定はオフです。 
［◀］/［▶］で選びます。（オフ/オン）

　
［メニュー］を押してメインメニューを開き［◀］/［▶］
で選びます。
時間を［決定］で確定します。
もう一度メニューボタンを押すと、メニューを終了した
り、前の画面に戻ります。

　
【オフタイマー】 
無操作時に自動的にテレビがスタンバイになる時間を
設定します。 
［◀］/［▶］で選びます。（オフ、5分、10分、15分、30
分、60分、90分、120分、180分、240分） 

　
［メニュー］を押してメインメニューを開き［◀］/［▶］
で選びます。
決定ボタンで確定します。
もう一度［メニュー］を押すと、メニューを終了したり、
前の画面に戻ります。

　
［▼］/［▲］でメニュー言語、OSDタイムアウト、入力
ラベル、その他の設定、Reset、HDMIのCECを選びます。 

【メニュー言語】 
［◀］/［▶］で言語を選びます。（日本語/English） 

【OSDタイムアアウト】 
［◀］/［▶］でOSDの表示時間を選びます。（5秒、15
秒、30秒、45秒、60秒） 

【入力ラベル】 
テレビに接続されている機器の名前を選びます。

　
機器名は以下の物が用意されてます。 
アンテナ、ケーブル、衛星、DTV、DVD、Blu-ray、
HD-DVD、XBOX、Wii、PS3、Game、Computer、
VCR、DV、Component 

【その他の設定】 
［▼］/［▲］でその他の設定を選び、決定で確定します。 
［▼］/［▲］で音声のみ、HDMI　４Kを選びます。

 

　
【音声のみ】 
音声のみを選ぶと映像がミュートされ、黒画面となり
ます。 
音声のみを解除するには、何かボタンを押します。 

【HDMI 4K】 
［◀］/［▶］でスタンダード、エンハンスメントを選び
ます。 
HDR信号を処理する時にエンハンスメントを選びます。

 

各種設定（つづき） 【Reset】 
テレビを工場出荷時の状態に戻す時に選択します。 

　
［◀］/［▶］ではいを選択し、［決定］を押すと、リセッ
トを実行します。 

【HDMIのCEC】 
HDMIのCEC機能の設定を行います。 
［▼］/［▲］でCECの設定項目を選び、決定で確定し
ます。

　
【機器リンク制御】 
CEC連動機能のオン/オフを選びます。 

【システムオフ設定】 
接続されている機器の電源を自動的にオフします。 

【TV連動オン設定】 
接続されている機器の電源が入ると、TVの電源が自動
的に入ります。 

【ARC】 
ARC機能のオン/オフを選びます。 

【接続機器一覧】 
TVに接続されているCEC機器の一覧が見れます。 

【接続機器選択】 
TVに接続されているCEC機器を選びます。 

【操作一覧】 
TVに接続されている機器の操作を選びます。 

メディアメニューを開くには、USB機器を接続します。
入力切換ボタンを押して、入力リストからメディアを選
びます。

 

　
［◀］/［▶］で再生するメディアを選びます。 
画面に表示されるプレビュー画面及び、ファイルリスト
から再生するファイルを［◀］/［▶］で選び、［決定］で
確定します。

メディア再生は以下のような方式に対応しています。

　
注意 
ファイルやコーディックによっては再生できないもの
があります。再生できない場合 bad device と表示さ
れます。 

USBスティック、USB-HDDによっては利用できない
場合があります。データの破損・紛失の責任は負いか
ねます。 
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［メニュー］を押してメインメニューを開き［◀］/［▶］
で選びます。
［決定］で確定します。
もう一度［メニュー］を押すと、メニューを終了したり
、前の画面に戻ります。

　
［▼］/［▲］でピクチャーモード、BLACK LEVEL、
コントラスト、色の濃さ、色合い、シャープネス、明る
さ、色温度、その他の映像設定を選びます。 
HDRの設定は入力信号がHDRの時にメニューに表
示されます。 
［決定］/［▼］で確定します。 
［◀］/［▶］で調整します。 
もう一度［メニュー］を押すと前の画面に戻ります。 

【ピクチャーモード】 
画像に合わせてピクチャーモードを変更します。 
［◀］/［▶］で選定します。(スタンダード、マイルド、
ユーザー、鮮明） 
注意：BLACK LEVEL、コントラスト、色の濃さ、
シャープネスを調整できるのはユーザーモードの時
だけです。 
スタンダード：標準の画像です。 
マイルド：やや穏やかな柔らかい画像です。 
鮮明：明るく、よりクリアな画像です。 
ユーザー：映像設定をお好みに合わせて変えます。 

【BLACK LEVEL】 
黒レベルを動かして、画面の輝きを調整します。 

【コントラスト】 
明暗の強さを調整します。 

【色の濃さ】 
色の濃さを調整します。 

【色合い】 
工場設定で変更できません。 

【シャープネス】 
画像の輪郭を補正し、くっきりさせます。 

【色温度】 
画像を見る照明の環境、好みに合わせて、画像の色
温度を変えます。 
スタンダード：標準の色温度です。 
暖かい：赤っぽい画像になります。 
クール：青っぽい画像になります。 

【その他の映像設定】 
その他の映像設定をします。

　
【アスペクト比】 
入力信号に合わせて、画面の大きさを調整します。 
ノーマル:自動的にアスペクト比を調整します。 
ワイド：16:9の画面を見る時に使います。 
映画：画面の上下を切り取ります。 
ズーム：画面の中央を切り取ります。 

【ノイズ低減】 
画像のノイズを低減させます。 
オフ：映像ノイズの検出をしません。 
低：映像ノイズを検出し、ノイズを弱く低減します。 
中：映像ノイズを検出し、ノイズを中程度に低減します。 
高：映像ノイズを検出し、ノイズを高程度に低減します。 

【ダイナミックコントラスト】 
画像の明るさに応じて、コントラストの調整を自動的
に行います。 

【HDMIモード】 
HDMI入力信号に対して有効です。 
ビデオ：動画や写真画像で使います。 
コンピュータ：文字を表示させる時に使います。 

【HDR】 
HDRの処理の強さを変えます。中/高/低 
注意：各種設定のその他の設定でHDMI4Kの項目を
HDMIエンハンスメントに設定する必要があります。
(⇒ページ33） 
　　:入力信号がHDRフォーマットに対応している時
　　 に有効です。 

［メニュー］を押してメインメニューを開き［◀］/［▶］
で選びます。
［決定］で確定します。
もう一度［メニュー］を押すと、メニューを終了したり、
前の画面に戻ります。

　
［▼］/［▲］で音声モード/低音/高音/バランス/Digi-
tal Output/サラウンド/AVL/スピーカーを選びます。
［決定］/［▼］で確定します。 
［◀］/［▶］ボタンで調整します。 
もう一度［メニュー］を押すと前の画面に戻ります。 

【音声モード】 
音声モードを好適な音声に合わせます。 
［◀］/［▶］で選択します。（スタンダード/ミュージッ
ク/映画/スポーツ・カスタム） 
注意:低音/高音/バランスの調整はカスタムモードでだ
け、お好みに合わせて調整できます。 
スタンダード：大体の音声に合う標準の設定です。 
カスタム：お好みに合わせて調整します。 
映画：高音、低音を強調して、豊かな音になります。 
スポーツ:音声を強調します。 
ミュージック：音楽プログラムを聞くのに適した設定です。

【高音】 
高音の強さを調整します。 

【低音】 
低音の強さを調整します。 

【バランス】 
視聴位置に合わせて、左右のスピーカーの音量を調整
します。 

【Digital Output】 
デジタル音声出力の型式を変更します。（PCM/ビット
ストリーム） 
PCM；2チャンネルのステレオ信号に変更して出力します。 
ビットストリーム：元の型式の音声出力まま出力します。 

メインメニューの使い方  （つづき）

【サラウンド】 
スピーカーから出る音声にサラウンド効果を付けるか
付けないかを選びます。出荷設定はオフです。 
［◀］/［▶］で選びます。（オフ/オン）

　
［メニュー］を押してメインメニューを開き［◀］/［▶］
で選びます。
時間を［決定］で確定します。
もう一度メニューボタンを押すと、メニューを終了した
り、前の画面に戻ります。

　
【オフタイマー】 
無操作時に自動的にテレビがスタンバイになる時間を
設定します。 
［◀］/［▶］で選びます。（オフ、5分、10分、15分、30
分、60分、90分、120分、180分、240分） 

　
［メニュー］を押してメインメニューを開き［◀］/［▶］
で選びます。
決定ボタンで確定します。
もう一度［メニュー］を押すと、メニューを終了したり、
前の画面に戻ります。

　
［▼］/［▲］でメニュー言語、OSDタイムアウト、入力
ラベル、その他の設定、Reset、HDMIのCECを選びます。 

【メニュー言語】 
［◀］/［▶］で言語を選びます。（日本語/English） 

【OSDタイムアアウト】 
［◀］/［▶］でOSDの表示時間を選びます。（5秒、15
秒、30秒、45秒、60秒） 

【入力ラベル】 
テレビに接続されている機器の名前を選びます。

　
機器名は以下の物が用意されてます。 
アンテナ、ケーブル、衛星、DTV、DVD、Blu-ray、
HD-DVD、XBOX、Wii、PS3、Game、Computer、
VCR、DV、Component 

【その他の設定】 
［▼］/［▲］でその他の設定を選び、決定で確定します。 
［▼］/［▲］で音声のみ、HDMI　４Kを選びます。

 

　
【音声のみ】 
音声のみを選ぶと映像がミュートされ、黒画面となり
ます。 
音声のみを解除するには、何かボタンを押します。 

【HDMI 4K】 
［◀］/［▶］でスタンダード、エンハンスメントを選び
ます。 
HDR信号を処理する時にエンハンスメントを選びます。

 

【Reset】 
テレビを工場出荷時の状態に戻す時に選択します。 

　
［◀］/［▶］ではいを選択し、［決定］を押すと、リセッ
トを実行します。 

【HDMIのCEC】 
HDMIのCEC機能の設定を行います。 
［▼］/［▲］でCECの設定項目を選び、決定で確定し
ます。

　
【機器リンク制御】 
CEC連動機能のオン/オフを選びます。 

【システムオフ設定】 
接続されている機器の電源を自動的にオフします。 

【TV連動オン設定】 
接続されている機器の電源が入ると、TVの電源が自動
的に入ります。 

【ARC】 
ARC機能のオン/オフを選びます。 

【接続機器一覧】 
TVに接続されているCEC機器の一覧が見れます。 

【接続機器選択】 
TVに接続されているCEC機器を選びます。 

【操作一覧】 
TVに接続されている機器の操作を選びます。 

メディアメニューを開くには、USB機器を接続します。
入力切換ボタンを押して、入力リストからメディアを選
びます。

 

　
［◀］/［▶］で再生するメディアを選びます。 
画面に表示されるプレビュー画面及び、ファイルリスト
から再生するファイルを［◀］/［▶］で選び、［決定］で
確定します。

メディア再生は以下のような方式に対応しています。

　
注意 
ファイルやコーディックによっては再生できないもの
があります。再生できない場合 bad device と表示さ
れます。 

USBスティック、USB-HDDによっては利用できない
場合があります。データの破損・紛失の責任は負いか
ねます。 

 

メディア操作

フォト .jpg/.jpeg/.png/.bmp など
ミュージック .mp3/.AAC など 
動画 .mp4/.mpg/.avi/.mov など
テキスト .txt/ など
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31ダイナミック

アスペクト比

オフタイマーが働いた。
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0.3W

AP65DPX

6

65インチ

3840 × 2160

145W

10W × 2

196kWh/ 年

400 400

10.7億色（8ビット+FRC）

①取扱説明書　②リモコン　③リモコン用電池（単４型）×2

④保証書　⑤スタンド×2　⑥スタンド取り付け用ネジ×6本

光デジタル音声出力 ×1、 ヘッドホン出力 ×1

パネルサイズ

その他端子 メディア再生USB（DC5V 500mA） ×1

AV入力（映像/音声） ×1

0℃～35℃

4.9
19.1

コンポーネント入力 ×1

HDMI 入力 ×3
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6　深さ14mm

本体質量　17kg
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メニュー

4K液晶モニター

AP65DPX

取扱説明書

Ver.AP65DPX_001

2

3

13

27

29

35

営業時間：12時～17時　営業日：平日（月～金）、年末年始、夏季休業期間を除く

モニター

65

［製造元］

株式会社 アペックス
〒409-0112　山梨県上野原市上野原964


