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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
（サブウーファー接続用）

LANケーブル*

光デジタル音声ケーブル*

* 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）：

5.1.2チャンネルスピーカーシステムの設置例 

アクティブ 
サブウーファー

サラウンド（右）サラウンド（左）

フロント（左） フロント（右）

センター

 
なることがあります。

います。

5.1.2チャンネルスピーカーシステム以外のスピーカーの配置・接続例について
は付属の取扱説明書をご覧ください。

トップミドル（左） トップミドル（右）



3

 

スピーカーケーブル

モノラル音声
ケーブル

アクティブ 
サブウーファー

センター

サラウンド（左）サラウンド（右）

フロント（右） フロント（左）

不適切な接続をすると、本機の故障の原因となることがあります。

10 mm

ご注意

 • 本機に接続できるスピーカーの適合インピーダンス
は、6 Ω ～16 Ωです。
 • スピーカーケーブルは、アンプ側とスピーカー側の
極性（＋/－）を合わせて正しくつないでください。

トップミドル
（左）

トップミドル
（右）
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FMアンテナ線*

接続と準備をする（つづき）

STEP 2 テレビやその他の機器を接続する

HDMIケーブル**

光デジタル 
音声ケーブル

テレビのHDMI入力端子に「eARC」または「ARC」の表示がある場合は 

お使いのテレビがeARC（Enhanced Audio Return Channel）または
ARC（Audio Return Channel）機能に対応している場合には、光デジタ
ル音声ケーブルをつなぐ必要はありません。eARCまたはARC対応の
HDMI入力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。

テレビ

本機の各HDMI入力端子には、どのHDMI機器でも接続できます。
次の表はHDMI機器の接続例です。

HDMI入力端子 接続機器例
SA-CD/CD スーパーオーディオCDプレーヤー、CDプレーヤー

BD/DVD ブルーレイディスクTMレコーダー／プレーヤー、
DVDプレーヤー

SAT/CATV ケーブルテレビ（CATV）ボックス、 
衛星放送チューナー

GAME PlayStation 4などのゲーム機

VIDEO 1, VIDEO 2 DVDレコーダー／プレーヤー

HDMIケーブル**

* FMアンテナ線は必ず完全に伸ばし、できるだけ水平になる
ように設置してください。

** イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルをお使いく
ださい。ソニー製のHDMIケーブルまたは他のHDMI認証を
受けたケーブルのご使用をおすすめします。4K/60pのコ
ンテンツを楽しみたい場合は、18 Gbpsに対応したプレミア
ムハイスピードHDMIケーブル（イーサネット対応）をお使
いください。 
詳しくは付属の取扱説明書「HDMI信号フォーマットを設定
する」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 電源コードをつなぐ。

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 6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。

測定用マイク

CALIBRATION MIC端子へ

STEP 4 本機の準備をするSTEP 3 ネットワークに接続する

有線接続する場合

LANケーブル

ルーター

無線接続する場合

ルーター
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スピーカー設定（自動音場補正）とインターネット設
定を行います。

1 画面の指示に従ってリモコンの  ボ
タンで項目を選び、  ボタンで決定する。

ボタン、
（決定）ボタン

テレビ

本機のリモコン

ご注意

 • ハイト／オーバーヘッドスピーカーを使用する場合は、自動音場
補正の開始画面で、［サラウンドバックスピーカー割り当てを変更
する］を選び、次の画面で［ハイトスピーカー］を選んでください。
 • 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。

かんたん設定の画面が表示されな
いときは

1  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。

2  ［Setup］を選び、  ボタンで決定する。

3 ［かんたん設定］を選び、  ボタンで決定する。

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 本機の電源を入れる。

STEP 5 本機の画面を表示する STEP 6 かんたん設定をする

接続と準備をする（つづき）
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つないだ機器の映像や音声を楽しむ

ホームメニューを表示する

1 接続した機器、テレビ、本機の順に電源を入
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
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接続した機器を再生する

1 接続した機器で再生を開始する。

再生

本機の電源が入っていない状態でも、接続した機
器からの映像や音声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
ヘルプガイドをご覧ください。

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
テレビ画面を使わずに操作するには
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

表示窓

ちょっと一言
リモコンのAMP MENUボタンを押して、本体の表示窓に表
示されるメニューを使っても、様々な設定を行うことができ
ます。
表示窓のメニューを使って設定できる項目については、ヘル
プガイドをご覧ください。

これで接続した機器の音声を楽しむことが 
できます！

つないだ機器の映像や音声を楽しむ（つづき）
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サラウンド音声を楽しむ

音場を選ぶ 
（サウンドフィールド）

スピーカーの接続・配置方法や視聴するコンテンツに
合わせて、さまざまなサウンドフィールドを選べます。
本機のサウンドフィールドは、お買い上げ時は 

「MULTI ST.」に設定されています。

1 リモコンのサウンドフィールド選択ボタン
でお好みのサウンドフィールドを選ぶ。

本体の2CH/MULTI、MOVIE、MUSICボタンでも選
べます。 
また、ホームメニューで［Sound Effects］-［サウ
ンドフィールド］を選んでも設定できます。

サウンドフィールド選択ボタン
（2CH/MULTI、MOVIE、MUSIC、
FRONT SURROUND）

表示窓の表示例

選択できるサウンドフィールド
ˎˎ 2CH/MULTIボタン

サウンドフィールド 表示
2chステレオ 2CH STEREO
マルチチャンネルステレオ MULTI ST.
ダイレクト DIRECT
Auto Format Decoding A.F.D.

ˎˎ MOVIEボタン

サウンドフィールド 表示
Dolby Surround DOLBY SURR
Neural:X NEURAL:X
フロントサラウンド FRONT SUR.*

* FRONT SURROUNDボタンでも選べます。

ˎˎ MUSICボタン

サウンドフィールド 表示
オーディオエンハンサー A. ENHANCER**

** ［USB］、［Home Network］、［Music Service List］（Spotify 
Connectによる音楽再生）および［Bluetooth］以外の入力
を選んでいるときは、オーディオエンハンサー

（A. ENHANCER）は選べません。

ˎˎ FRONT SURROUNDボタン

サウンドフィールド 表示
フロントサラウンド FRONT SUR.

サウンドフィールドとスピーカー出力の関係について
は付属の取扱説明書をご覧ください。

STEP 1     
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困ったときは

 テレビに映像が出ない

ˎˎ 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。

ˎˎ 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

ˎˎ 本機とテレビが正しく接続されているか確認してください。 
メニュー画面を表示するには、本機とテレビをHDMIケーブ
ルでつないでください。（4ページ）

ˎˎ 本機のリモコンのHOMEボタンを押してください。

ˎˎ 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。

ˎˎ［Setup］-［HDMI設定］-［HDMI出力Bモード］で［ゾーン］
を選んでいる場合、HDMI OUT B/HDMI ZONE端子につな
いだテレビにはメニュー画面を表示できません。その場
合は［メイン］を選んでください。

ˎˎ 本機とテレビをつないでいるHDMIケーブルを、本機とテ
レビの両方から抜き、接続し直してください。

 リモコンが働かない
ˎˎ 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。

ˎˎ 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

ˎˎ 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／出力端子に正しく接続されているか確認してくだ
さい。（3～4ページ）

ˎˎ 本機と再生したい機器の電源が入っているか確認してく
ださい。

ˎˎ 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。

ˎˎ 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。

ˎˎ テレビ放送の音声が聞こえない場合は、リモコンの
DISPLAYボタンを押して［TV］入力が選ばれていることを
確認してください。 
他の入力が選ばれている場合は、リモコンのTVボタンを押
して入力を切り替えてください。

 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

ˎˎ 本体のDISPLAY MODEボタンを押して、表示窓で音場（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。サウンドフィールドについて詳しくは、付属の取
扱説明書またはヘルプガイドをご覧ください。
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本機の説明書について

付属の取扱説明書では、5.1.2チャンネルスピーカーシステム以外のスピーカーの配
置・接続についてや、AV機器の接続方法や再生方法などについても説明しています。 
ヘルプガイド（Web取扱説明書）では本機の使いかたすべてを説明しています。 
ご活用ください。

準備する
設置する
接続する
初期設定をする

基本操作
映像や音声を楽しむ

応用操作
映像や音声を楽しむ

応用操作
ネットワーク機能を使う
BLUETOOTH機能を使う
マルチゾーン機能を使う
その他の機能を使う
設定を調節する

困ったときは
ご注意／仕様

ヘルプガイドをご覧になるには、下記URLを入力してください。

http://rd1.sony.net/help/ha/strdn108/ja/

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「Sony | Music Center」を検索してください。
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