
マルチチャンネルAVレシーバー

STR-DN1060

スタートガイド（本書）
本機の接続や初期設定、基本機能の紹介をしています。
本書にない取扱情報は、下記ヘルプガイドをご覧ください。

ヘルプガイド（Web取扱説明書）
本機の使いかたを説明しています。パソコンはもちろん、 
スマートフォンやタブレットからもご活用ください。
アクセス方法については裏表紙をご覧ください。

リファレンスガイド（別冊）
本機の仕様や使用上の注意点を説明しています。

接続と 
準備をする 次 のページ

接続した機器の
音源を楽しむ 6 ページ

ホームメニューを使う 8 ページ

設定を変更する 9 ページ

困ったときは 10 ページ
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接続と準備をする
STEP 1 スピーカーを接続する

付属品を確認する：

リモコン（1） 単4形マンガン乾電池（2） 測定用マイク（1）

FMアンテナ線（1）

スピーカーケーブル HDMIケーブル 

モノラル音声ケーブル

光デジタル音声ケーブル*¹
*¹ 接続方法によっては必要ありません。

接続に必要なケーブル（別売）：

*2 お好みに合わせて、サラウンドバックス
ピーカーの代わりにフロントハイスピー
カーにつなぐこともできます。

*3 メインゾーンが5.1チャンネルの場合、追加
のゾーン2のスピーカーをつなぐと別の場
所（ゾーン2）でも本機の音源をお楽しみい
ただけます。詳しくは、ヘルプガイドをご
覧ください。

メインゾーンが3.1チャンネルの場合、 
追加のゾーン2とゾーン3のスピーカー
をつなぐと別の場所（ゾーン2および
ゾーン3）でも本機の音源をお楽しみい
ただけます。ゾーン2、ゾーン3の設定に
ついては、ヘルプガイドをご覧ください。

7.1チャンネル 5.1チャンネル

ゾーン2

メインゾーン

＊2

＊2＊2

＊2

または*2 5.1チャンネル + ゾーン2*3

＊3

＊3
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7.1チャンネル または*2

モノラル音声
ケーブル

スピーカーケーブル

不適切な接続は本機に深刻な
ダメージを与えるおそれがあ
ります。

5.1チャンネル + ゾーン2*3

10 mm

ご注意

 • サラウンドバックスピーカーやフロントハイスピーカーを使うときは、サラウンドスピーカーも接続してください。 
サラウンドスピーカーを接続しない状態でかんたん設定を実行する（5ページ）と、自動音場補正中にエラーになる場合があります。
 • サラウンド効果のないコンテンツを再生しても、サラウンドバックスピーカーからは音が出ません。
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接続と準備をする（つづき）

STEP 2 テレビとブルーレイレコーダーを接続する

	光デジタル音声ケーブルで 
本機とテレビをつなぐ

	HDMIケーブルで 
本機とテレビをつなぐ

	HDMIケーブルでブルーレイ 
レコーダーと本機をつなぐ

テレビ

ブルーレイレコーダー

光デジタル 
音声ケーブル

HDMIケーブル

HDMIケーブル

テレビのHDMI入力端子に「ARC」の表示がある場合は 
光デジタル音声ケーブルの接続は必要ありません。
ARC（オーディオリターンチャンネル機能）端子を使った接続および本機の設定を行ってください。
詳しくはヘルプガイドをご覧ください。

（ヘルプガイドのアクセス方法は裏表紙をご覧ください。）
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1 リモコンに電池を入れる。

乾電池

2 電源コードをつなぎ、本機の電源を入れる。

3 測定用マイクを視聴位置に設置する。

この測定用マイクは、STEP 4のかんたん設定の
中でスピーカー設定（自動音場補正）を行うとき
に使用します。

4 テレビの電源を入れ、テレビの入力を本機
に切り替える。

電源

入力切替

スピーカー設定と通信設定を行います。かんたん設定
画面の指示に従って、リモコンで操作してください。

ボタンで項目を選び、 
（決定）ボタンで決定します。

テレビ

本機のリモコン

かんたん設定の画面が表示されないときは：
ホームメニュー（8ページ）で［Setup］を選び、表示
された画面で［かんたん設定］を選んでください。

ご注意

自動音場補正中はスピーカーから大きな音が出ますが、音量を調節
することはできません。自動音場補正を実行するときは、隣近所や
周囲のお子さまに充分配慮してください。

STEP 3 本機の準備をする STEP 4 かんたん設定を実行する

次の情報はヘルプガイドで説明し
ています。（ヘルプガイドのアクセ
ス方法は裏表紙をご覧ください。）
	ˎ 4Kコンテンツを楽しむ場合のテレビの接続
	ˎ HDMIケーブルを使ったその他の機器の接続
	ˎ HDMIケーブル以外の接続
	ˎ FMアンテナの接続
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接続した機器の音源を楽しむ

ホームメニューを表示する

1 テレビの電源を入れ、テレビの入力を本機
に切り替える。

電源

入力切替

2 リモコンのHOMEボタンを押す。

テレビ画面にホームメニューが表示されます。

HOMEボタン

再生する機器を選ぶ

1 リモコンの  ボタンで［Watch］または
［Listen］を選び、  ボタンで決定する。

2 リモコンの  ボタンで再生したい機
器を選び、  ボタンで決定する。

STEP 1 STEP 2

ヒント

テレビ画面を使わなくても操作できます
本機をテレビにつないでいない、またはテレビの電源が入っていな
い場合でも、リモコンの入力切り替え用ボタンで再生したい機器を
選べます。
選んだ機器の入力名は本体の表示窓に表示されます。

入力切り替え用
ボタン
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接続した機器を再生する

1 接続した機器の電源を入れ、再生を開始する。

電源

再生

本機の電源が入っていない状態でも、接続した機
器の音源をテレビで楽しみたいときは、HDMI設定
メニューの［スタンバイスルー］を［入］に設定し
てください。設定の方法については、9ページ
をご覧ください。

2 リモコンの（音量）＋／－ボタンで音量
調節をする。

（音量）＋／－ボタン

STEP 3
サラウンド音源を楽しむには
本機の音場（サウンドフィールド）は、お買い上
げ時はAuto Format Direct（A.F.D.）に設定さ
れています。

再生したいサラウンド音源に合わせてムービー
モードやミュージックモードで楽しみたい場合
は、リモコンのMOVIEボタン、MUSICボタンを
押してお好みの設定を選んでください。

音場（サウンドフィールド）の設定について詳し
くはヘルプガイドをご覧ください。

A.F.D./2CH、MOVIE、
MUSICボタン

これで接続した機器の音源を楽しむことが 
できます！

次の情報はヘルプガイドで説明し
ています。（ヘルプガイドのアクセ
ス方法は裏表紙をご覧ください。）
	ˎ USB機器を再生する
	ˎ AirPlayを使って、ネットワーク経由でiTunes
またはiPhone/iPad/iPodの音源を楽しむ
	ˎ iPhone/iPodなどのモバイル機器を再生する
	ˎ FMラジオ、インターネットラジオを聞く
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ホームメニューを使う

ホームメニューを表示する

1 テレビの電源を入れ、テレビの入力を本機
に切り替える。

電源

入力切替

2 リモコンのHOMEボタンを押す。

テレビ画面にホームメニューが表示されます。

HOMEボタン

メニューを選ぶ

1 リモコンの  ボタンでお好みのメニュー
を選び、  ボタンで決定する。

ホームメニューの項目
各項目の詳しい内容は、ヘルプガイドで説明して
います。ヘルプガイドのアクセス方法は裏表紙を
ご覧ください。

	ˎ Watch
接続機器の映像を見るときに選びます。

	ˎ Listen
接続機器の音源を聞くときに選びます。

	ˎ Custom Preset
本機のさまざまな設定を保存し、それらを呼び
出すときに選びます。

	ˎ Sound Effects
音響効果を楽しむときに選びます。

	ˎ Setup
本機のさまざまな設定を調節するときに選びます。

STEP 1 STEP 2
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設定を変更する

設定項目一覧を表示する

1 ホームメニュー（8ページ）を表示する。

2 リモコンの  ボタンで［Setup］を選
び、  ボタンで決定する。

設定を変更する

1 リモコンの  ボタンで変更したい設
定メニューを選び、  ボタンで決定する。

前の画面に戻るにはリモコンのBACKボタンを押
します。

Setupメニューの項目
各項目の詳しい内容は、ヘルプガイドで説明して
います。ヘルプガイドのアクセス方法は裏表紙を
ご覧ください。

	ˎ かんたん設定
かんたん設定を起動し、再度基本設定を行うこ
とができます。

	ˎ スピーカー設定
接続しているスピーカーの設定を自動または手
動で調整できます。

	ˎ 音声設定
お好みに合わせて音声の設定ができます。

	ˎ 映像設定
画面および映像出力に関する設定ができます。

	ˎ HDMI設定
本機のHDMIの入力・出力に関する設定ができ
ます。

	ˎ 入力設定
入力端子の割り当てなど、お好みと用途に合わ
せて各入力の設定ができます。

	ˎ 通信設定
ネットワークやスクリーンミラーリングの設定
ができます。

	ˎ Bluetooth設定
BLUETOOTHに関する設定ができます。

	ˎ ゾーン設定
ゾーン2、ゾーン3およびHDMIゾーンに関する
設定ができます。

	ˎ システム設定
スタンバイなど、システムに関する設定ができ
ます。

STEP 1 STEP 2
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困ったときは

 テレビに映像が出ない

	ˎ 本機のリモコンの入力切り替え用ボタンで、再生したい機
器の入力を選んでください。

	ˎ ケーブルが正しく、しっかりと機器につながっているか確
認してください。

 メニュー画面が表示されない

	ˎ 本機のリモコンのHOMEボタンを押してください。

	ˎ 本機とテレビが正しくつながっているか確認してください。
（4ページ）

	ˎ テレビによっては、テレビ画面にメニューが表示されるま
でに時間がかかることがあります。

 リモコンが働かない

	ˎ リモコンを、テレビなどの他機器ではなく本体のリモコン
受光部に向けて操作してください。

	ˎ リモコンと本体の間にある障害物を取り除いてください。

 接続した機器の音声が出ない

	ˎ すべてのケーブルが、本機、スピーカー、機器のそれぞれの
入力／出力端子に差し込まれているか確認してください。

（2ページ）

	ˎ 本機とすべての機器の電源が入っているか確認してくだ
さい。

	ˎ 本体のMASTER VOLUME つまみが「VOL MIN」に設定さ
れていないか確認してください。

	ˎ 本機のリモコンの入力切り替え用ボタンを押すか、本体の
INPUT SELECTORつまみを回して、お好みの機器を選んで
ください。

	ˎ テレビの音が聞こえないときは、ホームメニューで
［Setup］を選び、HDMI設定メニューの［HDMI機器制御］
を［入］に設定してください。

 アクティブサブウーファーからの音
が出ない／サラウンドにならない／
センタースピーカーからの音が出ない

	ˎ ホームメニュー（8ページ）［Sound Effects］	
［サウンドフィールド］を選び、音場（サウンドフィールド）
が正しく設定されているか確認してください。音場（サウ
ンドフィールド）について詳しくは、ヘルプガイドをご覧
ください。
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ヘルプガイドをご活用ください

以下の内容をはじめ、本機の詳しい使いかたについては、ヘルプガイド（Web取扱説
明書）をご活用ください。

● テレビ、ブルーレイレコーダー以外の機器を接続する

● iPhone、iPodを再生する

● USBメモリーの音楽／写真ファイルを再生する

● BLUETOOTHを使ってモバイル機器から音楽ファイルを再生する

● BLUETOOTHを使って音声を送信し、対応機器（BLUETOOTHヘッドホンなど）で
楽しむ

● FMラジオを聞く

● インターネットラジオを聞く

● ネットワーク機能を使ってサーバーの音源を楽しむ

● AirPlayでiTunesやiPhoneなどの音源を楽しむ

● マルチゾーン機能を使う

● よくある質問と回答

● 各部の名前と働き（本機・リモコン）

下記URLを入力してください。

http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10686/ja/
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ヘルプガイドについて
本機の詳しい使いかたを説明しています。 
パソコンはもちろん、スマートフォンや 
タブレットからもご活用ください。

下記URLを入力してください。
http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10686/ja/

4-549-562-02(1)

本機をより便利にお使いいただくためのモバイル端末
向け専用アプリケーションを無料でダウンロードでき
ます。Google Play™またはApp Storeで「SongPal」
を検索してください。


