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テレビをもっと楽しもう！
AndroidTV™セットアップガイド

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。

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。

（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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1 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パ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。

テレビをインターネットに接続すると・・・
•	ソフトウェア更新によりテレビ性能の向上や機能の追加ができます。
•	映像配信サービスを利用してドラマや映画などを視聴できます。
•	Google	Playストアからさまざまなアプリをダウンロードして使い方を広げられます。*

*	Google	アカウントが必要です

•	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］	
―［ネツ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
二一ルームリンク）」をご覧ください。

無線（Wi-Fi）でインターネットに接続する場合

1	 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。

2	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］を選びます。
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3	お使いの無線LANルーター（親機）にあわせて設定します。

WPSボタンで接続する
	画面から、［WPS経由の接続］を選び
ます。

	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。

手動でSSIDを選択する
	画面から、お使いのルーターのSSID
を選びます。
アクセスポイン卜の識別名であるSSID
とパスワード（セキュリティーキー）は
機器本休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。

	パスワード（セキュリティーキー）を
入力します。

はい いいえ または わからない

 

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?

有線でインターネットに接続する場合

1	 テレビの背面にあるLAN端子にLANケーブルをつなぎます。

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
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。
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Googleアカウントで、テレビにログインすると、スマー卜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、そのアカウン卜でログ
インすることもできます。また、新たにアカウントを作成し、追加することもできます。

Googleアカウントを作成する
Googleアカウン卜は、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。

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。
http://accounts.google.com/signup

2	画面の指示に従って、Googleアカウントを作成します。

2 Googleア力ウントで、テレビに口グインす
る



5

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。

2	ログイン画面が表示されたら、画面
の指示にしたがってログインします。

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

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。

テレビにアカウントを追加するには
ホームメニューの［設定］－［アカウントの追
加］－［Google］を選びます。

テレビのアカウントを削除するには
ホームメニューの［設定］－［Google］－［アカウ
ントの削除］を選びます。
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3 Sony	Select	またはGoogle	Playストアで
アプリをダウンロードする

スマー卜フォンやタブレッ卜と同じように、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。スマー卜フォンやタブレッ卜用のアプ
リやゲームとは異なることがあります。

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

2	ダウンロードしたいアプリやゲーム
を選択し、［インストール］を選択し
ます。アプリのダウンロードが始ま
ります。

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。

有料のアプリについて
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二工
ンスストアなどの店頭で購入することができま
す。

アプリを削除するには
	ホームメニューの［アプリ］から［Google	Play
ストア］を選びます。

	［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。
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AndroidTV™機能搭載

ブラビアの
HOMEボタンを押して 
アプリを使ってみよう

次のページにつづく
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4 無料の動画サービス「YouTube」を使って
みる

YouTubeとは

最新のミュージックビデオからゲーム、エンターテインメント、ニュースのトレンドま
で、世界中のあらゆる動画が楽しめます。

1	 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。

2	ホームメニューでフォーカスを下に
移動させ、［アプリ］からYouTubeを
選んで決定ボタンを押します。

3	見たい動画を選んで早速楽しみま
しょう！
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5 有料の動画サービス「Hulu」を使ってみる

Huluとは

30,000本以上の映画・ドラマ・アニメが楽しめるオンライン動画配信サービスです。
月額933円(税抜)の完全定額制ですべての作品が見放題。Huluはひとつのアカウント
で、さまざまなデバイスで視聴可能です。

1	 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。

2	ホームメニューでフォーカスを下に
移動させ、［おすすめアプリ］から
huluを選んで決定ボタンを押します。

3	初めてHuluを利用する方は画面の指
示に従って無料トライアルを始めて
ください。

すでにアカウントをお持ちの方は、
スマートフォンなどを使ってかんた
んにログインできます。
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動画サービス

•	NiconicoやYouTubeも大画面で楽しめる。
•	自宅にいながら借りられる＆返却不要。
•	定額制なら借り放題。PPVなら最新作がたくさん。

YouTube
最新のミュージックビデオからゲーム、エンターテイメント、ニュースのトレンドま
で、世界中のあらゆる動画をお届けします。

Netflix
Netflixは世界最大級のオンラインストリーミングサービス。話題の映画やドラマ、
アニメはもちろん、世界で大人気のオリジナル作品が見放題。ハイクオリティの映
像体験を自宅のテレビでも好きなだけ楽しもう！

Hulu
30,000本以上の映画・ドラマ・アニメが楽しめるオンライン動画サービスです。月
額933円（税抜）の完全定額制ですべての作品が見放題。Huluはひとつのアカウント
で、さまざまなデバイスで視聴可能です。

※		PPV＝作品ごとに料金を支払う方式。

6 他にもアプリをたくさん楽しめます
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ライフスタイル

•	生活に密着したさまざまな情報はリビングにマッチする。
•	リモコンと音声で操作がかんたんだから、家族みんなが使える。

クックパッド
レシピ検索No.1「クックパッド」の公式アプリ。
200万品を超えるレシピを「材料」や「料理名」で検索できる他、簡単でおいしいオス
スメ料理の作り方を「動画」でテレビに毎日配信中。

My	BRAVIA
ソニーの公式アプリ。ブラビアの活用方法から最新アプリ、天気予報、ニュースまで、
様々な情報をお届けします。

HomeFitness24
ヨガ、ダンス、エアロビクス、筋トレなど全30ジャンル以上！
おうちのリビングがフィットネススタジオに！
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ゲーム

•	リモコンだけで手軽に遊べるゲームが充実。
•	ゲームパッド（別売）で本格ゲームも可能。

PAC-MAN256
新感覚！次世代『パックマン』の登場！！レーザー、トルネード、巨大化など15種類以
上の強力なパワーアップを使いこなしてゴーストを倒そう！
パックマン史上最恐最悪の敵、「バグ」から逃げ切ろう！

アスファルト8：Airborne
最新物理エンジンが実現する新感覚のドライビングでダイナミックなハイスピード
空中アクションを楽しもう！

Sky	Force	Anniversary
アーケードゲームの定番シューティングゲームの緊張感と最新のスマートフォン技
術を組み合わせ、スクロールシューティングゲームと最新ソーシャルゲームプレイ
の醍醐味を提供します。
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知育

•	お子様の遊んでいる状況を把握しやすい。
•	大画面だから、スマホの小さな画面を覗きこませずにすむ。

じゃじゃじゃじゃん
楽しいリズム童謡とこだわりぬいた童話演出など本格的なアニメーションが特徴で
す。覚えやすい振付や情感・道徳心を養うストーリーが満載。おかあさんといっしょ
に楽しめる知育教材です。

テレビーナ
テレビとスマホで楽しむ新発想の知育エンターテインメント「テレビーナ」が、
AndroidTVに登場！２つの画面で２倍楽しい、Androidでもっと広がる、新しい遊び
と学びの世界を、ぜひ体感ください！！

※			各サービスは予告なく変更・停止・終了する場合があります。第三者が提供するサービスについて、ソニー
はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
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1	 見たい動画がかんたんに声で探せる「音声検索」
リモコンのボタンを押して会話をするように声で検索。YouTubeをはじめ、
さまざまな動画サービスから、あなたの見たい動画を探してすぐに再生できます。

音声検索機能付き
リモコン

音声でブラビアを操作したり、
質問にも答えてくれる

気になる俳優が出演しているドラマや、
好きな歌手の曲なども

名前を言うだけで動画を見つけられる

俳優名 ！

歌手名 ！

You Tube を
起動！

今日は傘要る？

映画タイトル ！

リモコンのマイクボタンを押した後、画面が切り替わったら準備完了。気になっ
たキーワードを声に出してください。

•	俳優や歌手の名前で検索してみましょう。	
YouTubeや、インストールした複数のアプリの映像、放送予定の番組から横断的
に検索してくれます。
•	他にも「今日傘要る？」から、「〇〇の大統領は誰？」まで、さまざまな質問に答え
てくれます。

2	録画した	い番組や見たい録画番組(*)を声で探せる、かんたん録画予約/再生
リモコンのマイクボタンを押して、「～を録画したい」「～を見たい」と話すと、番組
表から見たい番組を表示して、かんたんに録画予約したり、録画した番組を見つけ、
かんたんに再生できます。

録画予約の例：　「今日のドラマを録画したい」、「金曜日の映画を録画したい」
再生の例：　「昨日録画した○○（番組名）を見たい」、「先週録画した映画を見たい」

*	外付けHDDや、ソニールームリンクで接続されたブルーレイディスクレコーダーなど
に		録画された番組が対象です。

7 AndroidTV機能のさらに便利な使い方！
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3	AndroidやiOSのスマートフォンで、見ている動画を大画面に映せる「Google	
Cast™」

お手持ちのスマートフォンを、テレビと同じネットワークに接続してみましょう。
スマホで快適に探して、かんたんに大画面に映せます。

動画アプリに表示される＜Castアイコン	 ＞をタップすれば、見たいシーンテ
レビにかんたんに映せます。
また、パソコンのブラウザ「Chrome」からもテレビに映すことができます。

※			キャストは特定のサービスについてのみ最適化されます。その他のコンテンツのストリーミング品質
は変わる場合があります。サポートされているオペレーティング	システムおよび端末：Android	2.3	
以上、iOS（Ｒ）7以上、Windows（Ｒ）7以上、Mac	OS（Ｒ）10.7以上、Chrome	OS（38以上）

4	テレビを見ながら裏番組や録画番組をチェックできる「番組チェック」
いま裏番組は何をやっているかな？
次は何を見よう？というときには、リ
モコンの「番組チェック」ボタンを利
用しましょう。

放送から録画番組、YouTubeや
Netflixまで、視聴している番組を止め
ずにチェックできます。



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/

•	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、Google	Cast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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