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テレビをインターネットに接続する

テレビを無線（Wi-Fi）、
または有線でインターネットに接続します。
あらかじめ、
インターネットに接続できる環境が必要です。
インターネット接続環境につ
いて詳しくは、
ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。
テレ
ビの初期設定などで、
すでにインターネット接続が完了している場合は、
この手順は不要
です。

Android TV™
セットアップガイド

• インターネット接続状態、MACアドレス等のネットワーク設定は、ホームメニューの一番下の
［ヘルプ］－［ネッ
トワーク接続状態を確認する］
から確認できます。
• 高度なネットワーク設定方法は、別冊の取扱説明書の
「ネットワークを介してつなぐ
（インターネット/ソニー
ルームリンク）」
をご覧ください。

3 お使いの無線LANルーター（親機）にあわせて設定します。
お使いの無線LANルーターは、WPS（Wi-Fi Protected Setup）
に対応しています
か？
WPSに対応した無線LANルーターには左のマークが付いています。
お使いの無線LANルーターがWPSに対応していれば、WPSボタンを押すだけで
インターネットへの接続が完了します。AOSSボタンでWPSに対応している無線
LANルーターもあります。


無線（Wi-Fi）
でインターネットに接続する場合

1

テレビ視聴のみ行う場合は、
この冊子の操作は必要
ありません。

リモコンのホームボタンを押し、ホームメニューを表示します。
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わからない

約30秒ほどで自動的にインターネットへの接続が完了します。
自動でインターネットに接続されないときは

WPSボタンで接続する

⼿動でSSIDを選択する

 画⾯から、
［WPSを使って接続する］
を選びます。

 画⾯から、
お使いのルーターのSSID
を選びます。

ご利用のルーターの設定によっては自動で接続が完了しないことがあります。
ホームメニューの一番下の
［ネットワーク設定］
から、必要な設定を行なってください。

アクセスポイントの識別名である
SSIDとパスワード
（セキュリティー
キー）
は機器本体などに記載されてい
ます。無線LANルーターの取扱説明書
もご覧ください。

 お使いのルーターのWPS（または
AOSS）ボタンをランプが点滅するま
で2秒以上押します。

（この冊子は、取扱説明書と一緒に保管してください。)
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はい

テレビをインターネットに接続すると、
スマートフォン
やタブレットと同じように、
アプリやゲームをダウン
ロードしたり、
ネット動画サービスを利用できます。
この冊子では、
そのための基本設定を説明します。

有線でインターネットに接続する場合

* タッチパッドリモコンは、
モデルによっては同梱していません。
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ホームメニューでフォーカスを一番下まで移動し、
［ネットワーク設定］－［Wi-Fi］
を
選びます。
 パスワード
（セキュリティーキー）
を入
力します。
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次のページにつづく
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Google™アカウントで、
テレビにログインする

Googleアカウントで、
テレビにログインすると、
スマートフォンやタブレットと同じように、
テレビにアプリやゲームをダウンロードできます。
Googleアカウントとは、Googleのさまざまなサービスを利用するためのアカウントです。
すでに、
パソコンやスマートフォンなどでGoogleアカウントを取得している場合は、
そのアカウントでログイン
することもできます。

Googleアカウントでテレビにログインする

1

ホームメニューの
［アプリ］
から
［Google Play ストア］
を選びます。

テレビの初期設定時にインターネットに接続した
り、一部のアプリを起動しても、Googleアカウント
のログイン画面が表示されます。

ログアウトするには？

Googleアカウントを作成する

スマートフォンやタブレットと同じように、Google Play ストアからアプリやゲームをダウ
ンロードできます。
テレビをいろいろな使いかたで利用できます。
テレビにダウンロードできるのはテレビ用のアプリやゲームです。
スマートフォンやタブレット用のアプリやゲー
ムとは異なることがあります。
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インターネットに接続して、
ソニーのインターネットサービスにサインインすると、
ネット動
画やゲームなどさまざまなサービスをご利用いただけます。
サービスをご利用いただくには、SENアカウントが必要です。
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ホームメニューの
［アプリ］
から
［Google Play ストア］
を選びます。

有料のアプリについて

SENアカウントでテレビに
サインインする

Google Play ストアには、有料のアプリがありま
す。購入にはプリペイド⽅式のGoogle Playギフト
カードやクレジットカードの情報が必要になりま
す。Google Playギフトカードはコンビニエンスス
トアなどの店頭で購⼊することができます。

SENアカウントは、
テレビ本体では取得で
きません。
パソコンやスマートフォンを使っ
て、
アカウントを作成してください。
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https://account.
sonyentertainmentnetwork.com

アプリを削除するには

2 ログイン画面が表示されたら、画面の

 ホームメニューの
［アプリ］
から
［Google Play
ストア］
を選びます。
［設定］－［マイアプリ］
を選びます。
［インストール済み］
の中から削除したいアプリ
を選びます。
［アンインストール］
を選びます。

指示にしたがってログインします。

2 ダウンロードしたいアプリやゲームを

1

パソコンやスマートフォンで、以下の
Webサイトを表示します。

パソコンやスマートフォンで、以下のWebサイトを表示します。
http://accounts.google.com/signup

ソニーのインターネットサービスを利用する

SENアカウントを作成する

ホームメニューの
［設定］－［ユーザー設定］
を選
び、
テレビからアカウントを削除してください。

Googleアカウントは、
テレビ本体では取得できません。
パソコンやスマートフォンを使っ
て、
アカウントを作成してください。
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Google Play™ストアでアプリ
をダウンロードする
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ホームメニューから、
［PlayMemories］、
［Playstation
Video］、
［Playstation Now］等のソ
ニーのインターネットサービスのアイ
コンを選択します。

2 サインイン画面が表示されたら、画面

画面の指示に従って、SENアカウント
を作成します。

の指示に従ってサインインします。

選択し、
［インストール］
を選択します。
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アプリのダウンロードが始まります。

画面の指示に従って、Googleアカウントを作成します。

Googleアカウントは、
テレビの初期設定時に作成することもできます。
 テレビの初期設定時に、
テレビをインターネットに接続します。
 テレビの初期設定の
［Googleにログイン］画面で、
［携帯端末またはノートパソコンを使用］
を選択します。
 パソコンやスマートフォンで、以下のWebサイトにアクセスし、画面の指示にしたがってGoogleアカウント
を作成します。
g.co/AndroidTV

ダウンロードが完了すると、自動的にイン
ストールされます。ホームメニューにアイ
コンが追加されるので、
アイコンを選択し
てアプリをご利用ください。

リモコンのホームボタンを押すと、
ホームメニューにあなたにおすすめの
情報が表示されます。

テレビの初期設定でインターネット接続すると、
SENアカウントのサインイン画面が表示されます。
この画面からサインインすることもできます。

サポートサイトでは、最新の情報がご覧いただけます。
http://www.sony.jp/support/
•
•
•
•
•
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この冊子の内容は、予告なく変更することがありますが、
ご了承ください。
AOSS™は株式会社バッファローの商標です。
Google、Google PlayおよびAndroid TVはGoogle Inc.の商標です。
YouTubeロゴはGoogle Inc.の商標または登録商標です。
Wi-Fi、Wi-Fi Direct、MiracastおよびWi-Fi Protected SetupはWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
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