
ハイビジョン液晶テレビ〈ブラビア〉
プレミアムオーダーカタログ

W5 46V型/40V型

シリーズ

ZX5 52V型/46V型
ワイヤレスシリーズ

あ な た が 完 成 さ せ る 、 特 別 な テ レ ビ 。

壁掛け壁寄せ テーブルトップ
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W5

Brown
深みのある「ブラウン」のフレームライン。その落ち着きのあるたたずまいは清

せい そ

楚な

和モダンの部屋にしっくりと溶けこみます。また、テレビとスピーカーの色を合わせられる

ホームシアターシステムHT-CT500と組めば、省スペースで臨場感豊かなサラウンドを楽しめます。

ホームシアターシステムHT-CT500について詳しくは▶P.12

シリーズ I 46V型 /40V型

ホームシアターシステム
HT-CT500 ブラウン

テーブルトップスタンドKDL-40W5 ブラウン
写真の組み合わせ例

＋＋

02

写真の組み合わせ例

Red

W5
シリーズ I 46V型 /40V型

壁掛けユニット
SU-WL500

ホームシアターシステム
HT-CT500 レッド

HDDレコーダー
BRX-A500

＋＋＋
KDL-40W5 レッド

デジタルハイビジョンチューナー内蔵
HDDレコーダー BRX-A500

背面に取りつけて壁掛け（壁寄せスタンド使用時）もすっきり

〈ブラビア〉にハイビジョン録画機能をプラス。
ハードディスク一体型テレビのように楽しめる

〈ブラビア〉プレミアムオーダー専用

詳しくは▶P.12

「赤」のフレームラインが、同系色のインテリアと相まって部屋に美しいアクセントを創出。

また、W5の背面に取りつけられ、そのまま壁掛けもできる小型ハードディスクレコーダー（別売）を

プラスすれば、まるでハードディスク一体型テレビのようにハイビジョン映像を録画できます。

W5シリーズには
背面設置が可能
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Si lver
本体の黒とフレームの「シルバー」がつくりだす洗練された存在感。シルバーの壁寄せスタンドと

組み合わせて気品のある空間を演出します。また、W5は映像の美しさも追求し、

4倍速液晶「モーションフロー 240Hz」を採用。動きの速いシーンを、大画面でなめらかに再現します。

4倍速液晶「モーションフロー240Hz」について詳しくは▶P.13

ホームシアターシステム
HT-CT500 シルバー

HDDレコーダー
BRX-A500

フロアスタンド SU-FL71M

Black
端正なデザインが、モノトーンで統一された部屋に美しく調和し、クールなたたずまいを魅

み

せる「黒」のW5。

付属の「おき楽リモコン」にはF
フ ェ リ カ

eliCaポートを搭載。

「アクトビラ」の有料番組の決済も、対応のカードや「おサイフケータイ®」をかざすだけで完了します＊。

「アクトビラ ビデオ・フル」、「FeliCaポート搭載おき楽リモコン」について詳しくは▶P.13

KDL-40W5 ブラック ホームシアターシステム
HT-CT500 ブラック

壁掛けユニット
SU-WL500

W5
シリーズ I 46V型 /40V型

W5
シリーズ I 46V型 /40V型

KDL-40W5 シルバー

＊ご利用には、（ADSL、FTTH、CATV等の）ブロードバンド接続環境が必要です。プロバイダーや回線事業者との契約・使用料は別途必要です。一部「Edy（エディ）」、「eLIO（エリオ）」決済に対応していないコンテンツがあります

写真の組み合わせ例

＋＋＋

写真の組み合わせ例

＋＋

デジタルハイビジョンチューナー内蔵
HDDレコーダー BRX-A500

背面に取りつけて壁掛け（壁寄せスタンド使用時）もすっきり

〈ブラビア〉にハイビジョン録画機能をプラス。
ハードディスク一体型テレビのように楽しめる

〈ブラビア〉プレミアムオーダー専用

詳しくは▶P.12

W5シリーズには
背面設置が可能
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ワイヤレス

ZX5
シリーズ I 52V型 /46V型

ZX5
シリーズ I 52V型 /46V型

White
最薄部15.8mm＊。さらに、ディスプレイとメディアレシーバーのそれぞれにワイヤレス受信部と

送信部を内蔵。これにより、自由度の高い、スマートな壁掛けが可能に。

また、ZX5のフラットなデザインと透明感のあるフレームラインが、壁との美しい一体感を生みだします。

＊KDL-46ZX5。KDL-52ZX5は最薄部16.6mm　ワイヤレス伝送システムについて詳しくは▶P.13

ワイヤレス

Black
テレビを壁に掛けるイメージで手軽に設置できる「壁寄せスタンド」との組み合わせ。

電源コードもスタンド内に収めることができ、すっきりとレイアウトできます。

薄さと透明感がかもしだすさりげない高級感が、リビングに上質な映像空間をつくりだします。

ワイヤレス伝送システムについて詳しくは▶P.13

壁掛けユニット
SU-WL700

KDL-46ZX5 ホワイト KDL-46ZX5 ブラック 壁掛けユニット
SU-WL500

写真の組み合わせ例

＋
フロアスタンド SU-FL71M

写真の組み合わせ例

＋



サ イ ズ カ ラ ー

W5

単位:cm

単位:cm

本体、サイズ、カラー、スタイル、周辺機器を自由に選べる。あなた仕様の〈ブラビア〉

109.4

65.7

96.1

58.0

127.1

79.9

113.4

71.8

＊1：テーブルトップスタンドは別売です　＊2：テーブルトップスタンド（別売）選択時のみ

46V 型

40V 型

52V 型

46V 型

Black

ブラック

Red

レッド

Brown

ブラウン

Si lver

シルバー

White

ホワイト

Black

ブラック
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あなたのお好きな仕様に　 チェックを入れてください

43.0

6.8（奥行28.2）メディアレシーバー

43.0

メディアレシーバー 6.8（奥行28.2）

KDL-46W5

［質量］
46V型：21.5kg （テーブルトップスタンド選択時＊124.9kg）　

40V型：17.2kg （テーブルトップスタンド選択時＊120.1kg）　

［消費電力］
46V型：225W （待機時0.15W）　

40V型：202W （待機時0.15W）　

［接続端子］
D5端子×2（背面）、Sビデオ入力端子×1（背面）、ビデオ入力端子×2

（背面：1、側面：1）、ヘッドホン出力端子×1（側面）、HDMI入力端子×4
（背面：2、側面：2）、PC入力端子 D-sub15ピン×1（音声：ステレオミニ）（背面）、

光デジタル音声出力端子（ACC/PCM/AC3）×1、USB端子×1（側面）、
電話回線（モデム内蔵）×1（背面）、LAN端子（10BASE-T/100BASE-TX）
×1（側面）

［主な付属品］ブラビアリンク（リンクメニュー対応）搭載おき楽リモコン（FeliCa
（フェリカ）ポート搭載）、単4形乾電池（2個）、VHF/UHF用アンテナ接続
ケーブル（2.5ｍ）、電源コード（2m）、転倒防止用固定ベルト一式＊2

［受注生産モデル］

   ■JIS C 61000-3-2適合品

×2

エコポイント数（点）：23,000

エコポイント数（点）：36,000

〈ブラビア〉プレミアムオーダーモデル地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ

KDL-40W5

［質量］
52V型：28.2kg （テーブルトップスタンド選択時＊132.4kg）　

46V型：22.7kg （テーブルトップスタンド選択時＊126.9kg）　

［消費電力］
52V型：254W （待機時0.75W）　

46V型：234W （待機時0.75W）　

［接続端子（メディアレシーバー）］
D5端子×2（背面）、Sビデオ入力端子×1（背面）、ビデオ入力端子×2
（前面：1、背面：1）、HDMI入力端子×4（前面：1、背面：3）、PC入力端子 
D-sub15ピン×1（音声：ステレオミニ）（背面）、光デジタル音声出力端子（ACC/
PCM/AC3）×1（背面）、USB端子×1（前面）、電話回線（モデム内蔵）×1
（背面）、LAN端子（10BASE-T/100BASE-TX）×1（背面）

［主な付属品］ブラビアリンク（リンクメニュー対応）搭載おき楽リモコン（FeliCa
（フェリカ）ポート搭載）、単4形乾電池（2個）、VHF/UHF用アンテナ接続
ケーブル（2.5ｍ）、電源コード（2m×2）、転倒防止用固定ベルト一式＊2

※チューナーはディスプレイではなくメディアレシーバーに内蔵しています　■JIS C 61000-3-2適合品

×1

KDL-52ZX5

［受注生産モデル］

エコポイント数（点）：36,000

エコポイント数（点）：36,000

〈ブラビア〉プレミアムオーダーモデル地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ

KDL-46ZX5

ZX5

達成率

100%
年間消費電力量

227kWh/年目標年度
2012年度

達成率

90%
年間消費電力量

207kWh/年目標年度
2012年度

フロアスタンド　

SU-FL71M

●外形寸法：60.0（幅）×102.2（高さ）
×40.0（奥行）cm●質量:45.0kg

壁掛けユニット

SU-WL500

●外形寸法：52.5（幅）×45.0（高さ）
×6.0（奥行）cm●質量:4.7kg

●取付角度（前方向）：5度、10度、15度、20度

テーブルトップスタンド

フロアスタンド　

SU-FL71M

●外形寸法：60.0（幅）×102.2（高さ）
×40.0（奥行）cm●質量:45.0kg

壁掛けユニット

SU-WL700

●外形寸法：44.5（幅）×36.4（高さ）
×1.95（奥行）cm●質量:4.0kg

●取付角度（前方向）：5度、10度、15度、20度

テーブルトップスタンド
（ホワイト）＊

テーブルトップスタンド
（ブラック）＊

※2010家電エコポイント制度については、
家電エコポイント公式ホームページ

（http://eco-point.jp）でご確認ください

ス タ イ ル ハードディスクレコーダー & ホームシアターシステム

壁掛け

テーブル
トップ

壁寄せ

単位:cm

単位:cm

をコーディネー トできます。

46V型：72.5
40V型：64.9

60.0 40.0

高さ３段階
46V型：119.3/125.3/131.3
40V型：111.7/117.7/123.7

52V型：84.2
46V型：76.1

47.7（奥行 31.9）共通

60.0

46V型：47.0（奥行 33.0）
40V型：45.0（奥行 30.3）

高さ３段階
52V型：125.2/131.2/137.2
46V型：117.1/123.1/129.1

壁掛け

テーブル
トップ

壁寄せ
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詳しくは ▶P.12

W5 シリーズ専用

ホームシアターシステム

HT-CT500

Black
ブラック

Si lver
シルバー

Brown
ブラウン

Red
レッド

40.0

＊ディスプレイと同色での
選択となります

W5 / ZX5
シリーズ共通

デジタルハイビジョンチューナー内蔵
HDDレコーダー

詳しくは ▶P.12

〈ブラビア〉
プレミアム
オーダー
 専用

BRX-A500

H D D  5 0 0 G B

ハイビジョン約141時間＊録画

＊DRLモードで録画した場合の目安

BRX-A500 
取りつけ例

テレビ背面
取りつけ例

W5シリーズは
背面に取りつけ可能

※ZX5シリーズの背面には取りつけできません

〈ブラビア〉
プレミアム
オーダー
 専用

〈ブラビア〉
プレミアム
オーダー
 専用

〈ブラビア〉
プレミアム
オーダー
 専用



心を揺さぶるシアターの臨場感を、リビングで手軽に味わいたい人へ
AVラックに、アンプと5.1chスピーカーを内蔵したシアタースタンドとブルーレイディスクレコーダーとの組み合わせ。

お気に入りの映画作品やライブ映像を、手軽に「映画館」のような臨場感で楽しめます。

テレビ 放送はもちろん、多彩なコンテンツを大画面で堪能したい人へ
ハードディスクレコーダーに録

と

りためた映像を見る。 「スカパー！」の多彩な番組を視聴する。 次世代ゲームを堪能する。

ZX5なら、AV機器の接続をメディアレシーバーに集約でき、さまざまなコンテンツをスマートに楽しめます。

「PlayStation 3」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。 ©Sony Computer Entertainment Inc.　「PlayStation 3」は 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの製品です
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ZX5
A V  S e l e c t i o n

W5
A V  S e l e c t i o n

1 2 3

1

2

こだわりの高音質設計。高品位な映像と
音を堪能できるプレステージモデル

ブルーレイディスクレコーダー

BDZ-RX105

1

AVラックに内蔵したアンプとスピーカーで
臨場感豊かなサラウンド音場を実現

シアタースタンドシステム

RHT-G950

2

デジタルCS放送チューナー

DST-HD1

「スカパー！HD」に対応し、72チャンネル＊

以上のハイビジョン番組を視聴できる

3

次世代ゲームやブルーレイディスクの
映像を高画質に楽しめる

PlayStation 3
「プレイステーション 3」

1

KDL-46ZX5 ホワイト

＋
写真の〈ブラビア〉の組み合わせ例 壁掛けユニット

SU-WL700 ＋
写真の〈ブラビア〉の組み合わせ例 テーブルトップスタンドKDL-40W5 ブラック

詳しくは▶P.12

最長約141時間＊のハイビジョン録画が
可能な小型ハードディスクレコーダー

デジタルハイビジョンチューナー内蔵

HDDレコーダー  BRX-A500

＊DRLモードで録画した場合の目安

2

〈ブラビア〉
プレミアム
オーダー
 専用

＊ハイビジョン72チャンネル放送中。
2010年12月までに85チャンネル以上となる予定です
　　　　　（2010年2月現在）

〈ブラビア〉プレミアムオーダーと組み合わせて楽しむおすすめのAV機器



〈ブラビア〉がHDD一体型テレビのように楽しめる。
ハイビジョンで最長約141時間＊1録画が可能なハードディスクレコーダー

録画モード 録画時間の目安

DR

DRS（HD画質）

DRL（HD画質）

LP（SD画質）

地上デジタル放送（HD画質）約61時間
BS・110度CSデジタル放送（HD画質）約42時間

地上・BS・110度CSデジタル放送（SD画質）約86時間

約111時間

約141時間

約390時間

□テレビ背面に取りつけたまま＊2壁掛けもできる小型・省スペース設計

□〈ブラビア〉の「おき楽リモコン」でかんたん操作

□〈ブラビア〉の番組表（EPG）から録画予約が可能

□好みに合った番組表を表示する「おすすめ番組表」

おすすめ番組表〈ブラビア〉の番組表（EPG）

＊1：DRLモードで録画した場合の目安　＊2：W5シリーズのみ
※本製品はデータ放送には対応していません

付属の
リモコン

DVDレコーダーの約1/4サイズのコンパクトサイズ

Z X 5W 5

●総合出力：400W
●入出力端子：HDMI入力/出力：3系統/1系統、コンポーネント映像入力/出力：2系統/ー、
コンポジット映像入力/出力：1系統/ー、デジタル音声入力：光3系統・同軸1系統、アナログ音声入力：
2系統、スピーカー出力：3ch（特殊ソケット）、DMPORT：1系統
●寸法：サテライトスピーカー：約95.7（幅）×9.0（高さ）×5.1（奥行）cm、
サブウーファー（アンプ/本体含む）：約21.2（幅）×37.4（高さ）×36.4（奥行）cm
●質量：サテライトスピーカー：約1.9kg、サブウーファー（アンプ/本体含む）：約9.1kg
●スピーカーシステム：フロントスピーカー×2（各1）、センタースピーカー×1（2）、サブウーファー×1
（1）（AVアンプ、FM/AMチューナー内蔵）　※（）内はスピーカーユニットの数  
●カラー：レッド／ブラウン／シルバー／ブラック 
●付属：ワイヤレスリモコンRM-ANP039、スピーカーケーブル（3m）×1、光デジタルコード×1、
FMワイヤーアンテナ×1、AMループアンテナ×1、取り付け金具（2種）×各1

ホームシアターシステム HT-CT500

W 5

テレビ背面取りつけ例（W5シリーズのみ）

［主な仕様］
●HDD容量：500GB ●チューナー：地上デジタル、BS・110度CSデジタル 

●入出力端子：HDMI出力 ●コントロール入力部：無線受信部（RF）、赤外線受光部（IR）、

赤外線延長受光部 ●寸法：25.5（幅）×5.2（高さ）×14.8（奥行）cm（突起含む） 

●質量：約1.6kg ●消費電力：約28W（待機時 約1.8W） 

●主な付属品：テレビ用取付ブラケット、同軸ケーブル（2本）、分配器（1個）、HDMIケーブル

（1.5m）、ACアダプター（2m）、電源コード（2m）、赤外線延長受光部

W5シリーズの本体カラーに対応。テーブルトップ、壁掛け、壁寄せ＊1、3タイプの設置が可能な3.1chシステム

多彩な設置に対応

□ソニー独自の「S-Force PROフロントサラウンド」、

フルデジタルアンプ「S-Master」を搭載し、迫力の高音質を実現

□〈ブラビア〉の「おき楽リモコン」でかんたん操作

□ブルーレイディスクソフトも高音質に楽しめるリニアPCM7.1ch音声対応

＊1：対応フロアスタンド：SU-FL71M

テーブルトップスタイル壁寄せスタイル 壁掛けスタイル

レッド ブラウン シルバー ブラック
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〈ブラビア〉プレミアムオーダー専用

幅
25.5cm

高さ
5.2cm

奥行
14.8cm

デジタルハイビジョンチューナー内蔵ハードディスクレコーダー／ホームシアターシステム

■付属の取りつけ金具を使用することで、多彩な設置に対応できます

デジタルハイビジョンチューナー内蔵HDDレコーダー

BRX-A500 HDD 500GB

エス フォース プロ

エス マスター

フルハイビジョンワイヤレス伝送システムにより、スマートな「壁掛け」スタイルと高画質を実現

メディアレシーバーにHDMIケーブルで接続した機器を
テレビの「おき楽リモコン」で操作できます

おき楽リモコン

ワイヤレス
（フルハイビジョン）

ワイヤレス送信部
内蔵

HDMIケーブル

ZX5ディスプレイ／スピーカー

ZX5メディアレシーバー
（チューナー内蔵）

ワイヤレス受信部
内蔵

ブルーレイなど

ディスプレイとメディアレシーバーにそれぞれワイヤレス受信部と送信部を標準搭載。別体のワイヤレスユニットの必要がなく、「壁掛け」をはじめとする自由度の高い

レイアウトが可能です。また、フルハイビジョンワイヤレス伝送システムにより、画質を劣化させることなくフルハイビジョンの映像をリアルタリアルタイムに伝送します。

テレビ放送は通常1秒間60コマ。このコマ数が多ければ多いほど、パラパラ漫画の原理と同じように、動きがなめらかになります。4倍速液晶「モーションフロー240Hz」

は、1秒間60コマの映像を240コマに変換。これにより、動きの速いスポーツなどを残像感の少ない、くっきりとした映像で映しだします。

映像のコマ数が
2倍になり、
残像感が低減します

テレビの
放送波

1/60秒

最初の映像と次の映像の動きに差があるため
残像として目に残ります

4倍速だと4倍の
コマ数を処理できる。
だから、よりなめらか！

c 新規生成映像

倍速液晶
「モーションフロー

120Hz」

4倍速液晶
「モーションフロー

240Hz」

1/60秒

1/60秒

c 新規生成映像 c 新規生成映像 c 新規生成映像

一般的な映像 4倍速の映像

選手の一瞬の動きもリアルに再現。感動を見逃さない

一般的な映像 4倍速の映像

映画の字幕やテレビのテロップもくっきり、目にやさしい

コマ数

2倍

コマ数

4倍

大画面でもスポーツなどの動きの速い映像をくっきり、なめらかに再現する、
4倍速でコマ数4倍「モーションフロー 240Hz」搭載

＊3：一部ハイビジョン画質ではないコンテンツがあります   ＊4：ご利用には、（ADSL、FTTH、CATV等の）ブロードバンド接続環境が必要です。プロバイダーや回線事業者との契約・使用料は別途必要です。回線事業者やプロバイダーが採用している

接続方式・契約約款により、ご利用いただけない場合があります。天災、システム障害その他の事由により、「アクトビラ」のサービスを表示できない場合がありますので、あらかじめご了承ください　※サービスの内容や画面は予告なく変更することが

あります。「アクトビラ」の利用条件については別途「アクトビラ」ポータル（actvila.jp/）をご確認ください　※アクトビラ ビデオのご利用には実効速度6Mbps程度、アクトビラ ビデオ・フルのご利用には実効速度12Mbps程度の回線速度が必要です

ブロードバンドに接続すれば、「アクトビラ」のVODサービス「アクトビラ ビデオ・フル」を利用できます。見たかった映画やドラマをレンタルビデオ感覚で、

24時間いつでも視聴できます。また、動画はハイビジョン画質で大画面いっぱいに表示できます＊3。有料番組の決済は、「Edyカード」や「おサイフケータイ®」

をFeliCaポート搭載 の「おき楽リモコン」にかざすだけで完了＊4。面倒な入力や登録が不要でスムーズに支払いができます。

「Edyカード」 「eLIOカード」 「おサイフケータイ®」

おサイフケータイ®をかざすだけで 支払いが完了

「おき楽リモコン」にかざして決済できるもの

例えば

いつでも好きなときに映画やドラマを視聴できる＊1「アクトビラ ビデオ・フル」に対応。
有料番組の購入は、対応のカードや携帯電話を「F

フ ェ リ カ

eliCaポート搭載 おき楽リモコン」にかざすだけ＊2

Z X 5W 5

Z X 5

＊1：ご利用には、（ADSL、FTTH、CATV等の）ブロードバンド接続環境が必要です。プロバイダーや回線事業者との契約・使用料は別途必要です　＊2：一部「Edy（エディ）」、「eLIO（エリオ）」決済に対応していないコンテンツがあります

Z X 5W 5
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技術名称 ： BRAVIA 1080p WIRELESS　　

伝送方式 ： 60GHz帯を使用したOFDM方式

総チャネル数 ： 1ch（60.480GHz）　　

到達距離 ： メディアレシーバーとディスプレイの最大の通信距離は約10mです。設置場所の環境により短くなる場合があります

対応信号 ： 1080p/1080i/720p/480p/480i    

遅延 ： リアルタイム伝送

〈ブラビア〉テクノロジー

※無線機能について詳しくは裏表紙をご覧ください



設置・設定サービスについて詳しくは　www.jp.sonystyle.com/Bpo/setup.html　　　購入方法について詳しくは　www.jp.sonystyle.com/Guide/index.html

〈ブラビア〉プレミアムオーダー「設置・接続サービス」サポート

★W5/ZX5シリーズに直接接続する周辺機器（HDDレコーダー・VTR・CATV
チューナーなど）を3点まで映像・音声ケーブルの接続を行います。HDMIケーブルを
使用した「ブラビアリンク」の接続・設定も行います。「ソニールームリンク」など、周辺
機器のネットワーク接続は、〈ネットワーク接続〉プランを選択してください 
＊テレビ台/シアタースタンドを同時に購入された場合組み立てを行います

〈ブラビア〉や周辺機器をネットワークに接続し、ビデオ・オン・デマンドや
さまざまなコンテンツを楽しめるようにするサービスです。

【〈ブラビア〉本体で楽しめる機能】
□ 「アクトビラ ビデオ・フル」　
□ 〈ブラビア〉ポストカード　□ アプリキャスト

【周辺機器の設置とネットワーク接続】　
□ ソニールームリンク対象機器 〈設置の一例〉

●設置サービスの際、機器の接続に必要となるHDMI
ケーブル、アンテナケーブル、分配機などの商品は
設置日前にお客さまにてご用意ください

HDMI
ケーブル

必要に応じてご用意いただくもの

アンテナ
ケーブル

分配機

O P T I O N  P L A N
オ プ シ ョ ン プ ラ ン

開梱・設置1 周辺機器との接続5

アンテナの結線2 取り扱い説明　約10分6

テレビ台/シアタースタンドの組み立て・設置7「おき楽リモコン」設定3

〈ベーシック〉プランの　                      　　　　　を

10分延長し、〈ブラビア〉の使い方・楽しみ方を20分程度説明

します。使い方の楽しみがさらに広がるプランです。
※上記以外のサポート内容は〈ベーシック〉プランと同じものになります

取り扱い説明　約10分6

〈ブラビア〉の壁掛け設置・設定を行う設置サービスです。専門スタッフが、ご自宅に下見訪問に伺い、
壁の材質や強度の確認、希望の位置への設置のコンサルティングをしたうえで、設置・設定を行います。

【注意事項】
※〈壁掛け〉プランご注文時は、必ず専用壁掛けユニットをご購入ください
※壁掛け作業は、壁の構造上、設置できない場合があります 
※電源ケーブルは同梱品の露出配線となります
※下地の補強工事が必要な場合などには別途費用がかかります。
その場合は、追加工事費用を、下見訪問時にお見積りします

〈 壁掛け設置サポートのながれ 〉

06
設置訪問
（壁掛け工事）

05
前日連絡

04
下見訪問
コンサル

03
前日連絡

02
内容確認・
訪問日決定

01
お申し込み

憧れの壁掛けスタイルをサポート 〈壁掛け〉プラン

梱包材の引取8チャンネル設定4

オプション

面倒なネットワーク設定・接続をサポート 〈ネットワーク接続〉プラン

オプション

さらに、　〈ベーシック〉プランに加え、お客さまの要望にあわせて、
以下のプランをつけることができます

お客さまの要望に合わせてさまざまな
オプションサービスをご提供します。

□ 地上波デジタルアンテナ工事　
□ BS・CSデジタルアンテナ工事
□ ホームシアターサウンドシステム設置・設定　
その他さまざまなサービスを提供しています。
※費用に関しましては設置業者へ直接現金にてお支払いください 〈設置の一例〉

アンテナ工事など、さまざな要望に対応 〈セレクト〉プラン

オプション

B A S I C  P L A N
ベ ー シ ッ ク プ ラ ン

購入製品の配送、設置、組み立て、配線などお客さまの様々な要望に、
専門のスタッフが丁寧に対応いたします

テレビや周辺機器などの基本的な設置・設定サービスを行うプランです。

設置から使い方まで、専門スタッフがサポート 〈ベーシック〉プラン

〈 サポート内容 〉

ご両親などへの贈り物に    〈まごころ説明〉プラン

★

＊

大切な方への贈り物として購入される場合、
AV機器の取り扱いや楽しみ方を、より丁寧に説明する
ギフトセットを用意しました。初心者の方にもおすすめのプランです。

〈 サポート内容 〉

オプション

3年間保証サービス〈ワイド〉
●故障の保証（メーカー保証対象の故障）●不慮の事故（落雷や落下などによる破損・火災・水濡れなど）の保証

どこで買えるの？　3つの注文方法から選べる

購入できる店舗について詳しくは　
sony.jp/bravia/bpo/showrooms/index.html
※商品の持ち帰りはできません。後日直接お届けします

Shop

店頭で 店頭にてお申し込み　

インターネットでの注文はここから
www.jp.sonystyle.com/BPO/

Buy

インターネットで お持ちのパソコンから注文

Sony Card（「e
エ リ オ

LIO決済」）
Sony Cardを「FeliCa（フェリカ） ポート」搭載VAIOや「パソリ（Fel iCa カードリーダー／
ライター）」にかざすだけで完了する支払い方法です。

購入代金3％OFF

クレジットカード　
VISA、MasterCard、JCB、AMERICAN EXPRESS、
ダイナース、ソニーカードエンタテインメント

サイバーオンクレジット＊ 
購入と同時にインターネット上で分割払いが申し込める、クレジットカードいらずの電子決済シス
テムです。＊審査により、希望に添えない場合もあります ※支払い方法により別途手数料がかかる場合があります

銀行振込

商品の受け取りは？  あなたが選んだモデルを自宅へ直送

フリーダイヤル      0120-84-3154　
受付時間：月～金10:00 ～ 18:00　
土・日・祝10:00 ～ 17:00（年末年始を除く）

電話で 相談、購入まで　

気になるサービス・サポートは？  ゆとりの3年保証つき

〈ブラビア〉プレミアムオーダーモデル　購入方法

支払い方法は？　4種の支払い方法からセレクト

さまざまなデジタル放送について

地上放送もデジタルの時代へ。高画質、高音質、各種の番組サービスを揃えた
地上デジタル放送が始まっています。

アナログ放送からデジタル放送への移行について：地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始。
この放送のデジタル化にともない、地上アナログ放送は2011年7月までに、ＢＳアナログテレビ放送は2011年までに終了することが、国の法令
によって定められています。 地上デジタル放送の受信に関して、詳しくはa 社団法人デジタル放送推進協会  www.dpa.or. jp

CATVパススルー対応　

ソニーの地上デジタルチューナー内蔵テレビや地上デジタ
ルチューナーはCATV会社が地上デジタル放送を再放送
する際の、同一周波数パススルー方式と、周波数変換パ
ススルー方式のすべての周波数に対応しています。

デジタル放送を見るには

デジタル放送はデジタルチューナー内蔵のテレビで視聴できますが、別売のデジタルチューナーを接続すればアナログ放送受信用のテレビでも見られます。地上デジタル放送、BSデジタル放送を見る
には、付属のB-CASカードを必ず挿入してください。また、デジタル放送には「一回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられています。詳しくは、録画機器の取扱説明書をあわせてご覧ください。

■地上デジタル放送を受信するには ■BS・110度CSデジタル放送を受信するには

地上・BS・110度CS
デジタルチューナー
搭載テレビ

a地上デジタル放送に対応した

UHFアンテナが必要です

bそれぞれの放送に対応したBS・110度

CSデジタルアンテナが必要です

※配線などの工事が別途必要な場合があります
※有料放送を見るには別途視聴契約が必要です
※受信する画質や縦横比（アスペクト比）はテレビにより異なります
※CATVでデジタル放送を受信するときはCATV会社に問い合わせください

アナログ放送用のテレビでは　

右のマークのあるテレビ単体では、地上デジタル放送を見られません。地上デ
ジタル放送を見るには、地上デジタルチューナーを接続する方法＊1とケーブル
テレビで視聴する方法＊2があります（それぞれの放送に対応したアンテナなどが必要です）
＊1：受信する画質や縦横比（アスペクト比）はテレビにより異なります   ＊2：サービス形態や受信方法についてはCATV会社に問い合わせください

BSデジタル放送/110度CSデジタル放送

地上波とは異なる番組を高画質・高音質で放送。公共放送（NHK）、無料放送、有料放送で、デジタルハイビジョンの映画、
スポーツ、ライブ、旅・紀行などの番組が見られます。
BSデジタル放送の受信に関して、詳しくはa 社団法人デジタル放送推進協会  www.dpa.or. jp

スカパー！ｅ２は、ハイビジョン映画専門チャンネルをはじめ、音楽・スポーツ・ドラマ・アニメなど、
多彩な専門放送が約70チャンネル。デジタルテレビで手軽に多チャンネルを楽しめます。
110度CSデジタル放送の受信に関する問い合わせはa スカパー！ｅ２カスタマーセンター
TEL.0570-08-1212（PHSのお客様はTEL.045-276-7777） ■受付時間 ： 10：00 ～ 20：00 年中無休
詳しくは、スカパー！ｅ２ホームページへ　www.e2sp tv . jp  

※110度CSデジタル放送に対応していますが、視聴には、アンテナ、配線機器（ブースター、分配器など）も110度CSデジタル放送対応のものをお使いください。
※放送環境の変化に対応するためのソフトウェアのバージョンアップを、衛星放送ダウンロードサービスにより行う予定です
※JCSAT-3 ／ JCSAT-4を使用して、現在放送されているスカイパーフェクTV! は、ご覧いただけません　※ep放送などの蓄積双方向サービスには対応していません　
※110度CSデジタル放送の有料放送を受信するには、サービス会社との契約が必要です
   詳しくは、スカパー！ｅ２ カスタマーセンター（TEL.0570-08-1212、PHSのお客様はTEL.045-276-7777）に、お問い合わせください

ワイド画面テレビについての注意 ●ワイド画面テレビは、各種の画面モード切り換え機能を装備して
います。テレビ番組などソフトの映像比率と異なるモードを選択すると、オリジナルの映像と見え方に差が
でます。この点にご留意のうえ、画面モードをお選びください ●テレビを営利目的、または公衆に視聴させる
ことを目的として、喫茶店、ホテルなどで、画面分割機能（2画面／チャンネルインデックス）や画面モード
切り換え機能（ワイドズーム）などを利用して、画面の分割表示や圧縮、引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で
保護されている著作者の権利を侵害する恐れがあります
液晶使用商品使用上の注意 ●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、画素欠けや
常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください ●テレビゲームをお楽しみいただけますが、
原理上、光線銃などを使い、画面を標的にするゲームで使用できないものがあります。また、ゲームによって
は、動きの速いシーンにおいて、反応に遅延が生じる場合があります 
ワイヤレス映像伝送における使用上の注意 ●ワイヤレス通信の機器は、周囲の電波状況、障害物、設置
環境、距離などにより通信レベルが左右されます。よって、次の場合は、電波状態が悪くなったり、電波が
届かなくなることで映像・音声が停止したり、ブロック状のノイズがでて使用できなくなることがあります ○鉄筋
コンクリートの壁や金属構造物を電波が通過する場合 ○温水循環式の床暖房設備を完備した床を電波が
通過する場合  ○大型の金属製家具・冷蔵庫や人ごみの中、水槽や浴槽を電波が通過する場合 ○本製品
を複数台、近接させて使用した場合 ●本製品は国内専用です ●本製品を病院内で使用すると、医療機器
の誤動作の原因となることがあります ●本製品は盗聴防止目的に送信機と受信機の間で相互認証した
うえでビデオ伝送する仕組みを取っているため、送/受信機一対による動作に限ります ●本製品は電波法
により屋外での使用は禁じられています
テレビ使用上の注意 ●高画質（倍速処理）のテレビでは、光線銃などを使い、画面を標的にするゲームで
使用できないものがあります ●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
外部記録メディア・外部記録機器使用上の注意 ●何らかの原因で、外部記録メディアや外部記録機器
（“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）にコンテンツを記録できなかった
場合や、外部記録メディア・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、当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
メモリーに保存されるデータに関する注意 （対象製品：デジタルハイビジョンテレビ、デジタルチューナー） ●対象
製品内のメモリーには、各種機能の設定時に、IPアドレス、ブックマークなど、また使用にあたって、メール、番組
購入履歴、放送事業者の要求によりお客様が入力された個人情報、データ放送のポイントなどが記録される場合
があります ●対象製品の不具合・修理を含むいかなる原因でも、対象製品内のメモリーに保存されたデータが
破損・消滅した場合は、記録内容の補償およびそれに付随するあらゆる損害について、当社は一切責任を負い
かねます。また、いかなる場合においても、当社での記録内容の修復はいたしません
衛星放送に関しての注意 ●BSやCSの有料放送を受信するには、サービス会社との契約が必要です。
詳しくは各放送のサービス会社にお問い合わせください ●衛星放送は、雷雨や豪雨のような強い雨が
降ったり雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声に雑音がでたり、ひどい場合には
まったく受信できなくなることがあります。これは気象条件によるものでアンテナやチューナーの故障ではありません 
●受託放送事業者（衛星）あるいは委託放送事業者（放送局）側のトラブルにより何らかの支障があった場合、

放送がご覧になれない場合があります。これはアンテナやチューナーの故障ではありません ●BS・110度CS
デジタル放送、デジタルCS放送、WOWOWの電波にはスクランブルがかかっており、解除されるまでに数秒
時間がかかる場合があります。ビデオなどのタイマー録画開始時間にご注意ください
CATV（ケーブルテレビ）に関しての注意 ●CATVの受信は、サービスの行われている地域でのみ可能です。
受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送
の視聴、録画には、ホームターミナル（アダプター）が必要です。詳しくはその地域のCATV会社にお問い合わせください
共聴･集合住宅施設における地上デジタル放送受信についての注意 ●難視対策、電波障害対策、あるいは
集合住宅における共同受信施設では、地上デジタル放送受信のために、アンテナやブースターなどの機器の
再調整、追加、あるいは取り替えが必要になる場合があります。詳しくは施設の管理者へお問い合わせください
カタログ上の注意 ●本商品を壁に掛ける場合は、壁掛けユニット（別売）を必ずご使用ください。また、設置工事
および取り付けは、事前に販売店および工事専門業者にご相談ください（家屋の構造によっては、取り付けられない
場合があります）  ●カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります ●商品
設置画像はイメージです。テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続などが必要です ●実際の商品の色とは、
印刷の関係で多少異なる場合があります ●掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもあります
ので、販売店にお確かめのうえお選びください  ●JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第
3-2部：限度値-高周波電流発生限度値（1相当たりの入力電流が20A以下の機器）」に基づき、商用電力系統の
高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です ●本製品の一部には、Independent JPEG Groupの
研究成果を使用しています ●記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です 
●“SONY“および“make.believe”、BRAVIA”および「アプリキャスト」、「ブラビア プレミアムフォト」、
「ソニールームリンク」、“x.v.Color”、 、“SXRD”およびそのロゴはソニー株式会社の商標または
登録商標です ●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの
商標または、登録商標です ●DLNA and DLNA CERTIFIED are trademarks and/or service marks of Digital 

Living Network Alliance. ● マーク、 および「ａｃＴＶｉｌａ」、「アクトビラ」は、株式会社アクトビラの

商標です ●“XMB”、“xross media bar”および“ ”は、ソニー株式会社および株式会社ソニー・コンピュータ
エンタテインメントの商標です ●Dolby、ドルビー、Pro LogicおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの
商標です●DTSは登録商標です。DTSロゴおよび記号はDTS,Inc.の商標です●「おサイフケータイ®」は
株式会社NTTドコモの登録商標です● FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。FeliCaは、
ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です ●「Edy（エディ）」は、ビットワレット株式会社が
管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです●eLIOは、株式会社ソニーファイナンスインターナショ
ナルが開発したネット決済用のクレジットサービスで、同社の登録商標です　●液晶、プロジェクションなどの
固定画素方式テレビのV型（40V型など）は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です ●仕様内の
JEITAは、電子情報技術産業協会の規格による測定値です
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地上デジタル放送

このマークは、省エネ性能を表し、省エネ基準達成機種は緑色、未達成機種は黄赤になります。
商品をお選びになる時のご参考にしてください。「達成率」は、省エネ法に定められた2012年度
基準に対する省エネルギー基準達成率を示すものです。

テレビの省エネ法の改正（2010年4月）により、年間消費電力量の測定方法が変更になりました。一部のモデルに
おいては、本体、取扱説明書等に旧測定法による数値が掲載されている場合があります。この場合はカタログの
新基準での数値と本体、取扱説明書の「年間消費電力量」の数値が異なる場合があります。
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ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社　　／〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18
ソニースタイル・ジャパン株式会社 ／〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

ソニーの最新商品やソリューションをご体験ください。なお展示していない商品もあります

ソニースタイル大阪
ショールーム

大　阪／梅田ハービスエント  4F
東　京／銀座ソニービル

〈ブラビア〉プレミアムオーダー
  のご注文は

フリーダイヤル 必ずショップコードをお伝えください

0120-84-3154

専門スタッフが商品選びをサポート
受付
時間

月～金 10：00～18：00
土・日・祝日 10：00～17：00

ショップコード

TEL

2010.4
カタログ記載内容2010年4月現在

【ZX5シリーズの無線機能について】　 本機の通信範囲 ●メディアレシーバーの前面とディスプレイの前面が

向き合うように、右図の範囲内に配置してください。メディアレシーバーの正面方向にディスプレイが設置されている

場合、最大の通信距離は約10mです。間に障害物がある場合や、設置場所の環境によって通信距離は短くなり

ます　設置の注意 ●映像や音声に乱れが発生した場合には、メディアレシーバーとディスプレイの配置を確認

してください●お買い上げ時のメディアレシーバーとディスプレイの組み合わせのみ、無線通信（60GHz）ができます

●本機の使用は家庭内の同一の部屋に限ります。また同一の部屋で使用できるのは、本機1組のみです   ●メディア

レシーバーやディスプレイの前面部を物で覆わないでください。無線通信（60GHz）に支障をきたします●メディア

レシーバーとディスプレイの配置間隔は、50cm以上10m以内で設置してください　●メディアレシーバーとディス

プレイの間には、何も置かないようにしてください　●メディアレシーバーは金属製のラックには設置しないでください。

無線通信に支障をきたします　無線通信についての注意  ●本機は暗号機能を搭載していますが、傍受＊に

ご注意ください。本機は無線通信を使用しているため、第三者が故意に傍受する可能性があります。機密を要する

重要な通信または人命に関わる用途には使用しないでください（＊傍受とは、無線通信の内容を第三者が受信機で

故意または偶然に受信することです）　●設置場所の無線通信の状態により、映像、音声に乱れ（画質劣化、

途切れ、ノイズ、雑音）が発生することがあります　・人や動物が動いた場合　・物が動いた場合（カーテン、ふすま、

障子など）  ・ラックの上下に配置した場合　・冷蔵庫などの大型・金属製の家具、器具などの影にある場合

・ホームパーティなどでの人ごみ　●次のような環境で使用すると、メディアレシーバーとディスプレイとの間で電波

が通りにくくなり、通信距離が短くなることがあります　・鉄筋／コンクリート／石の壁や床／床暖房の入った部屋

・鉄製の間仕切りやドア、防火ガラス、金属などの材料を使った家具や電化製品などがメディアレシーバーとディス

プレイの間にある場合　・ガラスなどの材料の扉の付いたラックにメディアレシーバーを収納した場合　●ディス

プレイと向かい合う平行な位置に鏡、金属板、金属で出来た壁面が来ないようにしてください。無線が干渉して画に

乱れを生じます　●信号の内容により映像や音声の遅れを感じることがあります　●本機は国内安全規格に基づ

いて製品化されていますが、まれに他の機器と干渉してノイズを発生することがあります。干渉がある場合は、

他の機器との距離を離してください　画質  ●パソコンの画像や電子番組表などの静止画を表示した時には、

無線通信の状態によっては画質が劣化する場合があります　システム  ●主電源を入れたときや無線通信が一時

停止したときに、無線通信が開始し本機のシステムが起動するために15 ～ 20秒程度必要です。この間は

メディアレシーバー側の制御はできません

テレビ、プロジェクター設置上の注意 ●テレビの設置については、専用スタンド（別売）や壁掛けユニット（別売）を

必ずご使用ください。また、設置工事および取り付けは、事前に販売店および工事専門業者にご相談ください。

液晶テレビの壁掛けユニット（別売）についても同様にご相談ください（家屋の構造によっては、取り付けられない

場合があります） ●専用のフロアスタンド（別売）や壁掛けユニット（別売）を使用する場合を除き、テレビは壁から

10cm以上離して設置してください。壁などに近づけ過ぎて、空気の対流が悪くなると、壁などにホコリが付着し、

黒くなることがあります。また、通気孔がふさがれると、内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります 

●テレビを市販のラックなどに置く場合は、テレビの底面よりも広く、水平であることをご確認ください。また、耐荷

重量や対応サイズもあわせてご確認ください ●プロジェクターを市販のラックなどに置く場合は、質量がラックの

耐荷重量を超えていないことをご確認ください

テレビを安全に使用するために  ●裏ブタをはずしたり、セットの内部の改造をしないでください ●アンテナの取り

付けには危険がともないますので、十分に注意して行ってください。特に、風の強い日や雨や霧のような天候の

悪い日の設置は非常に危険ですので、設置作業は行わないでください

商品購入時の注意  ●「保証書」の記載事項を必ず確認のうえ大切に保管してください ●デジタルCS放送チューナー

に同梱のICカードにはID番号（16桁）がついています。お買いあげの際はご確認ください ●当社は、このカラー

テレビ、衛星放送関連機器の補修用性能部品を製造打ち切り後8年保有しています

愛情点検
安全に関する注意 ●長年ご使用のテレビの点検を!

商品を安全に使うため、
使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所や、熱器具などの近くに設置しないでください。
火災、感電、故障などにより、死亡や大けがをすることがあります。
テレビは必ず転倒防止の処置を行ってください。テレビが倒れてけがなどの原因となることがあります。

このような症状は
ありませんか

●スイッチを入れても映像や音がでない。
●上下、または左右の映像が欠けて映る。
●映像が時々、消えることがある。
●変なにおいがしたり、煙がでたりする。
●スイッチを切っても、映像や音が消えない。
●内部に水や異物が入った。

使用を中止 コンセントから電源プラグを抜いて
必ず販売店にご相談ください。
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CXMP-2  Printed in Japan.   （84940006）R

色鮮やかなハイビジョンで新たな感動を提案する〈ブラビア〉の商品情報や、サポート

情報はもちろん、CM情報やイベントレポートなど、さまざまな情報を掲載しています
sony. jp /brav ia /〈ブラビア〉ホームページ

あ な た が 完 成 さ せ る、特 別 な テ レ ビ。
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テーブルトップスタンドを使用しない場合 テーブルトップスタンドを使用する場合
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60度
20度
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5m 10m

メディアレシーバー

ディスプレイ

メディアレシーバー

通信範囲 上から見た図 通信範囲 横から見た図
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