
対応ブラビア：X9500B/X9200B/X8500B/X9200A/X8500A/X9000シリーズ
※一部ソフトウェアアップデートまたは基板交換が必要な機器があります

FMP-X7 ［新発売 ］　　
　　　　　　　

4Kブラビア＊1にカンタン接続＆操作。
4K放送・4K配信も楽しめる＊2「4Kメディアプレーヤー」

4Kブラビア

※画像はイメージです

ソニーは、ハイレゾリューション・オーディオ★のクオリティーを再現するモデルに、このロゴを冠して
推奨しています。★ハイレゾリューション・オーディオとは一般に、CDを上回る情報量を持つ音楽データを指します

ブラビアのリモコン1つでほとんどの操作が
可能。何度もリモコンを持ちかえる必要が
なく、快適に楽しめます。＊5

ブラビアのホーム画面からスムーズ操作

リモコン1つでらくらく操作

＊3

1

3

スカパー！プレミアムサービス／4K試験放送
【2015年春対応予定】4Kアクトビラ／「ひかりＴＶ ４Ｋ」VOD配信 4Kハンディカムで撮った4K動画＊9 MP3やハイレゾ音源

4Kハンディカム（別売）／
USBメモリー（別売）

FLACなどの音楽ファイルやウォークマン®＊10

（別売）／ USBメモリー（別売）

見る：スカパー！プレミアムサービス対応アンテナ
（別売）、またはインターネットの接続で4K放送・
配信を視聴することが可能です。

見る：4Kハンディカムで撮影した4K動画を、本機に
つないだ大画面テレビで楽しめます。

聴く：MP3やFLACなどの音楽データを保存した
USBメモリーやウォークマン®を接続して再生可能。
また、AVアンプおよびハイレゾ対応スピーカーを
接続すればハイレゾ音源も楽しめます。録

と
る：外付けハードディスク＊7（別売）をつなげば、4K

試験放送やスカパー！プレミアムサービスのコンテンツ
も録画できます（※録画禁止コンテンツを除く）。＊8

保存：外付けハードディスク＊7（別売）を接続すれば、
4Kハンディカムで撮影した4K動画を高画質のまま
保存し、いつでも大画面テレビで楽しめます。 保存：外付けハードディスク＊7（別売）への保存も

可能で、いつでも貯めこんだ音楽が楽しめます。

外付けハードディスク（別売） 外付けハードディスク（別売）

難しい配線は必要なくHDMI
ケーブル（別売）1本で接続する
だけ。＊6

2014年発売4Kブラビアに接続すればブラビア
のホーム 画 面に「 4 K メディアプレーヤー 」の
アイコンが表示され、アイコンからカンタンに

「4Kメディアプレーヤー」の画面へ。テレビと一体型
のようなスムーズな操作が可能です。＊4  ＊5

ケーブル1本のカンタン接続2

2014年発売4Kブラビアの
タッチパッドリモコン

4K放送・配信 動画を楽しむ 音楽を楽しむ

UFLAC

コンテンツ
を楽しむ＊2

スカパー！プレミアムサービス
対応アンテナ（別売）

外付けハードディスク
（別売）

LAN

sony. jp /brav ia /

スカパー!  プレミアムサービスチューナー内蔵 4Kメディアプレーヤー
FMP-X7

＊1：HDMI 4K/60p 信号伝送への対応および HDCP 2.2に対応のため、一部のモデルでソフトウェアアップデートまたは基板交換が必要な機器があります  ＊2：2015 年 3月
1日より「スカパー！プレミアムサービス」の4K 専門チャンネル対応予定、2015 年春よりソフトウェアアップデート後「4Kアクトビラ」、「ひかりＴＶ ４Ｋ」ビデオオンデマンド配信に
対応予定。本機で「4K試験放送」、4K専門チャンネルを含む「スカパー！プレミアムサービス」を視聴するためには、本機と4K対応テレビ以外に、スカパー！プレミアムサービス対応の
アンテナ（別売）、スカパー！ICカード（本機同梱）が必要です。「4Kアクトビラ」、「ひかりＴＶ ４Ｋ」ビデオオンデマンド配信を視聴するためには、インターネット接続が必要です。また、
本機と4K 対応テレビはハイスピードHDMI ケーブル（カテゴリー 2）で接続する必要があります。なお、それぞれのサービスの視聴には、申し込みまたは別途契約が必要です
＊3：水平 3,840× 垂直 2,160 画素　＊4：X9500B/X9200B/X8500Bシリーズが対象です。また、ブラビアは最新のソフトウェアにアップデートし、ブラビアの HDMI2 に接続する必要があります　＊5：ブラビアの設定で
ブラビアリンク機器制御を「する」、本機の HDMI 機器制御を「入」にする必要があります  ＊6：ハイスピードHDMI ケーブル（カテゴリー 2）で接続する必要があります。ソフトウェアの更新や「4Kアクトビラ」、「ひかりＴＶ ４Ｋ」
ビデオオンデマンド配信などをお楽しみいただく場合はインターネットへの接続と設定が必要です　＊7：4TBまでのハードディスクを接続可、最大 8 個まで登録可。音楽データは100GBまで保存可能。残りの容量を放送コンテンツ
とパーソナル動画として保存可能。すべての機器の接続を保証するものではありません　＊8：「スカパー！プレミアムサービス」の4K 専門チャンネル、「4Kアクトビラ」、「ひかりＴＶ ４Ｋ」ビデオオンデマンド配信の録画対応は未定です
＊9：前面のUSB 端子に接続した場合は60Mbpsまで、外付けハードディスクに保存した場合は100Mbps（ただし録画中は60Mbps）までの映像に対応しています　＊10：すべての機器の接続を保証するものではありません

「4Kアクトビラ」/
「ひかりＴＶ ４Ｋ」VOD配信

「スカパー！プレミアムサービス」
/4K 試験放送



商品使用上の注意  ●セットの内部を改造しないでください　●本機の不具合など何らかの
原因で外部記録機器などに記録ができなかった場合、不具合・修理など何らかの原因で外部
記録機器などの記録内容が破損・消滅した場合など、いかなる場合においても、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、当社にて記録内容の修復、復元、複製などはいたしません。あらかじめ
ご了承ください　●放送事業者が提供するサービス内容は、変更・中止される場合がありますが、
当社は一切の責任を負わないものとします　●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、権利者に無断では使用できません　●コピー制御信号が含まれて
いる映像・音声は、録画・録音できない場合があります。また、同様の信号が本機の出力端子
からので録画・音声に含まれる場合、他機で録画・録音できなかったり、録画したものを正常な
映像で再生できない場合があります　●本機を営利目的、または公衆に視聴させることを目的
として、喫茶店、ホテルなどにおいて、画面モード設定等を利用してオリジナルと異なる見えかた
で再生などを行いますと、著作権法で保護されている著作者などの権利を侵害するおそれがあり
ますので、ご注意願います    個人情報の記録について  ●本機には各種機能の設定時のIP
アドレス、お知らせ、番組購入履歴などの個人情報などのデータが記録されます。廃棄、譲渡
等するときは、本製品内に記録されている個人情報などのデータを「設定初期化」で削除する

ことを強くおすすめします。削除をしないまま廃棄、譲渡等を行うと、記録されている個人情報
が第三者に知られてしまう可能性があります    カタログ上の注意  ●画面はハメコミ合成です
●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
●掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものがありますので、販売店にお確かめ
のうえお選びください　● SONY、BRAVIA、ブラビア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　●ハンディカムおよびウォークマンはソニー株式会社の登録商標
です　● および はソニー株式会社の商標です　●HDMI®、HDMI High-
Definition Multimedia Interface および HDMIロゴは、HDMI Licensing LLC
の商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です  ● Dolby、ドルビー 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  ●スカパー！、および「スカパー！プレミアム
サービス」ロゴはスカパーJSTA 株式会社の商標です ●その他、記載されている会社名、
システム名、製品名は、一般に各社の登録商標あるいは商標です。なお、TM、Ⓡマークは省略
している場合があります   商品購入時の注意  ●購入の際は「保証書」の記入事項を確認
のうえ、大切に保管してください　●当社は、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。ただし、故障の状況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

EWMP-1  Printed in Japan.   （84940084）

主 な 仕 様

スカパー！プレミアムサービスチューナー内蔵 4Kメディアプレーヤー
FMP-X7
オープン価格

●BS対応スカパー！アンテナと標準取付工事を5,000円でご提供
●プレミアムサービスに新規加入すると視聴料等5,000円割引　

※新規加入後、３ヶ月以内に
請求金額より割引いたします。

詳しくは

取り付けまでしっかりサポート！

無料スカパー！
アンテナ取付サポート

キャンペーン

スカパー！プレミアムサービスへ新規ご加入＆1年以上のご契約で、
通常価格：18,600円

だから
実質無料

スカパー アンテナ

スカパー アンテナ 検索

BS対応スカパー！アンテナ 取付工事

実質
（受付完了分まで）

期間2014
2015

10.1～3.31

4Kメディアプレーヤーでスカパー！プレミアムサービスを楽しむなら

スカパー！プレミアムサービス対応ICカード（1）、 リモコン（1）、 単4形乾電池（2）、 
保証書（1）、 ACアダプター（1）、 電源コード（1）、 「スカパー！プレミアムサービス」

加入申込書（1）、 スタートガイド（1）、 リファレンスガイド（1）

スカパー！プレミアムサービス
チューナーチューナー

画質機能

録画/再生
機能

ビデオ対応
フォーマット

音楽対応
フォーマット

入/出力端子

電子番組表、 録画予約（最大32番組まで）、 録画モード（DR）、 
早送り/早戻し、 リピート再生、 つづき再生、 フラッシュ（30秒送り/15秒戻し）

XAVC S ●＊3
MP4 ●（AVC/H.264、HEVC/H.265）＊3
AVCHD -
FLAC/WAV（LPCM）/
MP3/AAC ●

●
● ×1

● ×1
● × 2（前面：1、背面：1）＊4　※USB2.0

● × 1（100BASE-TX）

トリルミナスカラー

● ×1

スカパー！ICカードスロット
アンテナ端子

入/出力端子

付属品

その他

● × 1
内蔵ハードディスク －
外付けハードディスク（別売） ●対応＊4 ＊5
外形寸法 幅×奥行×高さ 約250mm × 261（最大突起部含む）mm × 50mm
質量 約2.3kg
リモコンコントロール・タイプ 赤外線方式
消費電力（使用時） 43W＊6
消費電力（スタンバイ時） 0.5W

HDMI映像/音声出力端子

HDMI音声出力端子
USB端子
有線LAN

● ×1（スカパー！プレミアムサービス）
4K試験放送（Channel 4K）＊1
スカパー！プレミアムサービス＊1
4Kアクトビラ＊1
「ひかりＴＶ ４Ｋ」VOD配信＊1

CS放送
サービス
インターネット
配信サービス

●（2015年春対応予定）＊2
●（2015年春対応予定）＊2

●（4K専門チャンネルは2015年3月1日開局予定）＊2
●

付属リモコン

2014.11
カタログ記載内容2014年10月現在

安全に関する注意 商品を安全に使うため、使用前に必ず「リファレンスガイド」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。

＊1：2015年3月1日より「スカパー！プレミアムサービス」の4K専門チャンネル対応予定、2015年春よりソフトウェアアップデート後「4Kアクトビラ」、「ひかりＴＶ ４Ｋ」ビデオオン
デマンド配信に対応予定。本機で「4K試験放送」、4K専門チャンネルを含む「スカパー！プレミアムサービス」を視聴するためには、本機と4K対応テレビ以外に、スカパー！プレミアム
サービス対応のアンテナ（別売）、スカパー！ ICカード（本機同梱）が必要です。「4Kアクトビラ」、「ひかりＴＶ ４Ｋ」ビデオオンデマンド配信を視聴するためには、インターネット接続が
必要です。また、本機と4K対応テレビはハイスピードHDMIケーブル（カテゴリー2）で接続する必要があります。なお、それぞれのサービスの視聴には、申し込みまたは別途契約が必要です
＊2：「スカパー！プレミアムサービス」の4K専門チャンネル、「4Kアクトビラ」、「ひかりＴＶ ４Ｋ」ビデオオンデマンド配信の録画対応は未定です　＊3：前面のUSB端子に接続した場合は60Mbpsまで、外付けハード
ディスクに保存した場合は100Mbps（ただし録画中は60Mbps）までの映像に対応しています　＊4：背面のUSB端子には録画・保存用の外付けハードディスク（別売）のみ接続可能です。また前面のUSB端子に
本機の録画・保存用の外付けハードディスク（別売）を接続することはできません　＊5：4TBまでのハードディスクを接続可、最大8個まで登録可。音楽データは100GBまで保存可能。残りの容量を放送コンテンツ
とパーソナル動画として保存可能。すべての機器の接続を保証するものではありません　＊6：CSコンバーター電源およびUSB機器への電源供給時    ※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

スカパー！プレミアムサービスを視聴する場合は本機に加えて必要機器、および契約等が必要です。詳しくはスカパー！カスタマーセンターまでお問い合わせください。
［スカパー！カスタマーセンター　電話：0120-039-888（受付時間10：00〜20：00、年中無休）]

●本カタログ掲載の価格には、配送・設置調整費・アンテナ・工事費および使用済み商品の引き取り費などは含まれていません。


