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注意
•	请勿在其他设备上使用附带的交流电源
线。

•	请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线。
否则线芯可能会暴露在外或折断。

•	请勿改装交流电源线。
•	请勿将任何重物压在交流电源线上。
•	断开交流电源线连接时，请勿拉扯交流电
源线本身。

•	请勿在相同的交流电源插座上连接太多
装置。

•	请勿使用不适当的交流电源插座。

切勿在产品或充电电缆处于潮湿状
态下插入 USB 插头
•	当 USB 插头在潮湿状态下插入时，附着
在主机和充电电缆或异物上的液体（自来
水、盐水、提神饮料等）会导致短路，进
而可能会导致异常发热或故障。

电源适配器的注意事项（仅适用于
附带电源适配器的型号）

警告
为了减低火灾或触电的危险，请勿将本装
置暴露在雨中或潮湿环境中。
为了避免火灾或触电，请勿将诸如花瓶之
类装有液体的物品放在本装置上。不要在
封闭的空间安装本装置，例如书架或类似
设备。
•	请确保将交流电源插座安装在本装置的附
近，并应方便插拔。

•	请务必使用随机提供的电源适配器和交流
电源线。否则这可能导致故障。

•	将电源适配器连接至方便插拔的交流电源
插座。

•	不要将交流电源线盘绕在电 
源适配器。芯线可能被割断
和/或导致 LCD 显示器 
故障。

•	请勿在手湿时触摸电源适配器。
•	如果您发现电源适配器异常，立即将之从
交流电源插座拔下。

•	即使本装置已被关闭，但只要它仍然连接
至电源插座，交流电源并未切断。

•	由于电源适配器在长时间使用后会变热，
用手触摸会感到热。

使用限制
请勿在下列地点、环境或情况条件下安装/
使用 LCD 显示器，否则 LCD 显示器可能
会发生故障并造成火灾、触电、损坏和/或
人身伤害。

地点：
•	户外（直射阳光下）、海边、轮船或其他
船只上、车内、不稳定的地方、靠近水、
雨、湿气或烟雾的地方。

环境：
•	炎热、潮湿、或多尘的地方；昆虫可能进
入的地方；可能会受到机械振动的地方；
放置于 LCD 显示器上的点燃的蜡烛等明
火源旁边。LCD 显示器不能暴露在液体滴
落或飞溅的环境下，诸如花瓶之类装有液
体的物品不能放在 LCD 显示器上。

情况条件：
•	在湿着手时、机壳打开时或使用非制造厂
商推荐附件时使用。在有闪电暴风雨时，
请断开 LCD 显示器与交流电源插座（电
源插孔）的连接。

•	安装 LCD 显示器以使其延伸到开放的空
间。这可能导致人或物体碰
撞 LCD 显示器而受伤或损
坏。 
 

•	将 LCD 显示器放置在潮湿 
或多尘的空间，或有油烟或
蒸气的房间（靠近灶台或加
湿器）。这可能导致火灾、
触电或本机弯曲。

•	将 LCD 显示器安装在会遭受极端温度的
位置，如阳光直射、靠近散热器或加热装
置通风孔的地方。LCD 显示器在这种环境
下可能会过热而导致外壳变形及/或 LCD 
显示器故障。

•	如果放置 LCD 显示器在公共浴室或温泉
的更衣室内，LCD 显示器可
能会被空降硫磺等损坏。 

•	为了获得最佳的画质，请勿
使屏幕暴露于直接照明或直
射阳光。

•	避免将 LCD 显示器从寒冷的区域移至温热
的区域。突然的室温变化可能导致湿气凝
结。这可能造成 LCD 显示器显示劣质图像
及/或暗淡的颜色。如果发生这种情形，让
湿气完全蒸发之后才开启 LCD 显示器。

碎片：
•	不要将一根粗电缆或多根电缆
穿过支架上的孔。这样可能会
损坏电缆并导致问题或故障。
在这种电缆条件下，LCD 显示
器可能无法平稳移动。

•	请勿将任何物品丢向 LCD 显示器。否则
屏幕可能会因为受到撞击而破裂并造成严
重伤害。

•	若 LCD 显示器表面破裂，在拔下交流电
源线之前切勿碰触 LCD 显示器。否则便
可能会导致触电。

当未使用时
•	如果您数天不使用 LCD 显示器，为了环
保和安全原因，应将 LCD 显示器电源线
从交流电源插座上拔下。

•	关闭 LCD 显示器电源时，LCD 显示器并
未与交流电源断开连接，请将插头从交流
电源插座上拔下以完全断开 LCD 显示器
的电源连接。

对于儿童
•	请勿让儿童爬上 LCD 显示器。
•	请将小附件放置于儿童无法触及的位置，
以免不小心吞下。

如果出现下列问题...
如果出现下列任何问题，请关闭 LCD 显示
器并立即拔下交流电源线。
请询问您的经销商或 Sony 维修中心以让
有资格的服务人员进行检查。

当：
•	交流电源线损坏。
•	交流电源插座不适当。
•	LCD 显示器由于跌落、敲击或撞击而损
坏。

•	任何液体或固体物件通过开口处掉入机
壳内。

关于 LCD 显示器温度
•	LCD 显示器长时间使用后，面板四周会变
热。用手触摸这些地方时会感觉较热。

医疗机构
本产品不能作为医疗设备使用。否则可能
会导致医疗设备故障。

请勿将本产品放在医疗设备附近
本产品（包括附件）带有磁铁，可能会干
扰心脏起搏器、用于治疗脑积水的可编程
分流阀或其他医疗设备。请勿将本产品放
在使用上述医疗设备的人员附近。如果您
在使用上述医疗设备，请在使用本产品前
咨询医生。

请将本产品放在儿童或应受监护的
人无法触及的地方
本产品（包括附件）带有磁铁。吞下磁铁
可能会导致严重伤害，例如窒息或肠道损
伤。如果误吞了磁铁，请立即咨询医生。

磁场影响
本产品（包括盖子等附件）含有磁铁。请
勿将磁敏感物品（现金支取卡、带有磁性
编码的信用卡等）放置在本产品附近。

预先注意事项

观看 LCD 显示器
•	请在适当光线条件下观赏 LCD 显示器，
因为在光线不足的房间观赏 LCD 显示器
会损害您的视力。而且长时间持续观赏 
LCD 显示器也可能会损害您的视力。

•	使用耳机时，请调节音量以避免过高的音
量损坏您的听力。

屏幕：
•	虽然屏幕采用最精密技术制造且  
99.99 % 以上的像素有效，然而在屏幕上
还是经常会出现暗点或亮点（红色、蓝色
或绿色）。这是屏幕的结构特性，并不是
故障。

•	请勿按压或刮前滤光片或在 LCD 显示器
顶部放置物件。这可能会导致图像变形或
屏幕损坏。

液晶モニター
LCD 显示器
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取扱説明書 JP

使用说明书 CS

JP

 警告  安全のために
モニターは正しく使用すれば、事故が起きないように、安全には充分配慮して設
計されています。しかし、内部には電圧の高い部分があるので、間違った使いか
たをすると、火災などにより死亡など人身事故になることがあり、危険です。事
故を防ぐために次の事を必ずお守りください。

定期的に点検する
内部にほこりがたまったまま長い間掃除をしないと、火災や故障の原因となる
ことがあります。湿気の多くなる梅雨期の前に掃除を行うと、より効果的です。
また、本機の通風孔付近にほこりが付着するときがありますが、付着がひどい場
合、故障の原因となることがあります。掃除機などで1か月に1度、ほこりを吸い
取ることをおすすめします。1年に1度は内部の掃除を、5年に1度は点検をお買い
上げ店またはソニーご相談窓口にご依頼ください（有料）。

故障したら使わない
すぐにお買い上げ店、またはソニーご相談窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

•	煙が出たり、こげくさいにおいがしたら
•	モニター内部から異常な音がしたら
•	内部に水などが入ったら
•	内部に異物が入ったら
•	モニターを落としたり、キャビネットを破損したりしたときは

	電源を切る
	電源プラグをコンセントから抜く
	お買い上げ店またはソニーご相談窓口に修理を依頼する

警告表示の意味
取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解して
から本文をお読みください。

 危険
この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大け
がなど人身事故が生じます。

 警告
この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど
人身事故の原因となります。

 注意
この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり
周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

 危険
分解しない
故障や感電の原因となります。内部の点検および修理はソニーの相談窓口また
はお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご依頼ください。

 警告

内部に水や異物を入れない
本機は防水仕様ではありません。
水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一、水や異物が入ったと
きは、すぐに使用を中止し、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談
ください。

安全のために

下記の注意を守らないと火災・感電・
破裂などにより死亡や大けがなど
の人身事故が生じます。

転倒防止の処置を必ず行う
転倒防止の処置をしないと、本機が倒れてけがの原因となることがあります。ス
タンドや床、壁などと本機の間に、適切な転倒防止の処置を行ってください。

人が通行するような場所に置かない	
コード類は正しく配置する
電源コードや信号ケーブルは、足に引っかけると製品の落下や転倒などによりけ
がの原因となることがあります。
人が踏んだり、引っかけたりするような恐れのある場所を避け、充分注意して接
続・配置してください。

乳幼児がコードを引っ張る恐れのない場所に電源コードや信号ケーブルを配置
してください。

不安定な場所に置かない
本機の底面よりも、広くて水平で丈夫な場所に置いてください。
ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、本機が落ちたり倒れたりしてけ
がの原因となります。
平らで充分に強度があり、落下しない所に置いてください。
液晶モニターが落下し、大けがまたは死亡の原因となる可能性があります。

本機にぶらさがらない
本機が壁からはずれたり、倒れたりして、本機の下敷きになり、大けがの原因とな
ることがあります。

壁に取り付ける場合は、必ず専用の壁掛けユニットを使
用し、専門の業者に取り付けてもらう。また、設置の時は
設置関係者以外近づかない
専門業者以外の人が取り付けたり、壁への取り付けが不適切だと、本機が落下す
るなどして、打撲や骨折など大けがの原因となることがあります。

医療機器としての使用はできません
医療機器の誤動作の原因となることがあります。

医療機器に近づけない
本製品(付属品を含む)は磁石を使用しているため、ペースメーカー、水頭症治療
用圧可変式シャントなどの医療機器に影響を与える恐れがあります。本製品をこ
れらの医療機器をご使用の方に近づけないでください。これらの医療機器を使用
されている場合、本製品のご使用前に担当医師にご相談ください。

子どもや監督を必要とする方などの手の届くところに
置かない
本製品(付属品を含む)は磁石を使用しています。磁石を飲み込むと、窒息の危険
性や腸などを傷つけ深刻な症状を引き起こす恐れがあります。磁石を飲み込んだ
場合は直ちに医師にご相談ください。

下記の注意を守らないと火災・感電
などにより死亡や大けがの原因とな
ります。

壁に取り付けるとき
これ以上の間隔を空ける。

スタンドを使用するとき
これ以上の間隔を空ける。

下図のような設置はおやめください。

通風孔を布などでふさがないでください。

背面の通風孔
がふさがれ熱
が内部にこも
ります。

空気が抜けなくな
ります。

空気が抜けなくな
ります。

通風孔をふさがない
通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
•	あお向けや横倒し、逆さまにしない。
•	棚や押入の中に置かない。
•	ホットカーペットの上に置かない。
•	布をかけない。
•	壁や家具に密着して置かない。また毛足の長いじゅうたんや布団などの上に
置かない。
•	本機の下に物を置かない。

電源（コード、プラグ）
コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流
100	V（50/60	Hz）以外では使用しない
たこ足配線などで、定格を超えると、発熱により、火災の原因となります。
海外などで、異なる電源電圧で使用すると、火災や感電の原因となります。

ゆるいコンセントに接続しない
電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでもゆ
るみがあるコンセントにはつながないでください。発熱して火災の原因となること
があります。電気工事店にコンセントの交換をご依頼ください。

電源プラグをつなぐのは、他機器との接続が終わって
から
コンセントに差したまま他機器と接続したりすると、感電の原因になることがあ
ります。
他機器との接続が終わった後に、電源プラグを壁のコンセントに差してください。

電源コードを抜くときはまず壁側コンセントから抜く
壁側コンセントから抜かないと感電することがあります。抜くときは必ずコードで
なくプラグを持って抜いてください。

電源プラグは定期的にお手入れを
電源プラグとコンセントの間に、ゴミやほこりがたまって湿気を吸うと、絶縁低下を
起こして、火災の原因となります。定期的に電源プラグをコンセントから抜き、ゴミ
やほこりを取ってください。

汚れ

本体またはUSBケーブルが濡れた状態では、	
USBプラグを絶対に挿入しない
濡れた状態でUSBプラグを挿入すると、本体やUSBケーブルに付着した
液体（水道水、海水、清涼飲料水など）や異物によるショートが発生し、異
常加熱や故障の原因となります。

お手入れの際、電源プラグを抜く
電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあり
ます。

電源コードを傷つけない
電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。
万一電源コードが傷んだ場合は、お買い上げ店またはソニーご相談窓口に交換
をご依頼ください。

ぬれた手で電源プラグにさわらない
ぬれた手で電源プラグの抜き差しをすると、感電の原因となることがあります。

電源コードを引っ張らない
電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードに傷が付
き、火災や感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。

雷が鳴りだしたら、アンテナケーブルや電源プラグに触
れない
感電の原因となります。

ACアダプターのある液晶モニターでは、ACアダプター
に布団などをかけたり、上にものを置いたりした状態で
使わない
高温となるため、せまい空間での使用を避けて、熱がこもらないよう充分なスペ
ースを空けてください。
熱がこもってケースが変形することがあります。また、火災や、やけどの原因とな
ります。
以下の使用方法を必ず守って、本機をお使いください。

•	ACアダプターのまわりに物を置かない。
•	ACアダプターを布などでおおわない。
•	２つ以上のACアダプターを重ねない。
•	ACアダプターを箱などに入れない。

付属のACアダプターを使用する
ACアダプターのある液晶モニターでは、付属以外のものを使用すると、火災や感
電の原因となります。

使用
内部に水や異物を入れない	
本機の上に熱器具、花瓶など液体が入ったものやローソ
クを置かない	
液晶画面や本機の背面など機器全体に直接水や洗剤
をかけない
内部に水や異物が入ると火災の原因となります。万一、水や異物が入った場合は、
すぐに本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上
げ店またはソニーご相談窓口にご依頼ください。

分解や改造をしない
内部には電圧の高い部分があり、裏ぶたを開けたり改造したりすると、火災や感
電の原因となります。
内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーご相談窓口にご依頼ください。

本機の表面が割れたときは、電源プラグをコンセントか
ら抜くまで本機に触れない
電源プラグをコンセントから抜かずに本機に触れると、感電の原因となることが
あります。

目や口に液晶を入れない／ガラスの破片に触れない
液晶パネルが破損すると、破損した部分から液晶（液状）が漏れたり、ガラスの破
片が飛び散ることがあります。この液晶やガラスの破片に素手で触れたり、口に入
れたりしないでください。ガラスの破片に触れるとけがをするおそれがあります。
また、漏れた液晶に素手で触れると中毒やかぶれの原因となります。においを嗅
ぐこともやめてください。誤って、目や口に入ったときは、すぐに水で洗い流し、医
師にご相談ください。

移動、設置
正しい方法で運搬／移動する
•	誤った方法で運搬したり移動したりすると、本機が落下し、打撲や骨折をしたり、
大けがをすることがあります。	
本機を持ち運ぶ際には、取扱説明書をご参照の上、正しい方法で行ってくだ
さい。
•	本機を運ぶときは、本機に接続されている電源プラグやケーブルなどをすべて
はずしてください。電源プラグを差し込んだまま移動させると、電源コードが傷つ
き、火災や感電の原因となることがあります。

使用・設置場所について
電源コンセントに容易に手が届く場所に置き、何か異常が起こったときは、すぐに
電源プラグを抜くようにしてください。暗すぎる部屋は目を疲れさせるのでよくあ
りません。適度の明るさの中でご覧ください。また、連続して長い時間、画面を見て
いることも目を疲れさせます。

人がぶつかりやすい場所に置かない

水のある場所に置かない
水が入ったり、ぬれたり、風呂場で使うと、火災や感電の原因となります。雨天や降
雪中の窓際でのご使用には特にご注意ください。銭湯や温泉の脱衣所などに設置
すると、温泉に含まれる硫黄などにより本機が故障したりします。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や、虫の入りやす
い場所、直射日光が当たる場所、熱器具の近くに置か
ない
湿気、ほこりの多いところ、油煙や湿気が当たるようなところ（調理台や加湿器の
そば）におかないでください。火災・感電・変形などの原因となることがあります。

乗物の中や船舶の中などで使用しない
移動中の振動により、本機が転倒したり落下したりして、けがの原因となること
があります。
塩水をかぶると、発火や故障の原因となることがあります。

可動式の台に設置しない
移動中の振動により、本機が転倒したり落下したりして、けがの原因となること
があります。

屋外や窓際で使用しない
雨水などにさらされ、火災や感電の原因となることがあります。また、直射日光を
受けると、本機が熱を持ち、故障することがあります。
海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、砂がかからないようにして
ください。故障の原因になるばかりか、修理できなくなることがあります。

スタンドの穴には、太いケーブルや多くのケーブルを通
さない
無理に通すと、ケーブルが損傷して、事故や故障の原因になります。
また、モニターの位置を調整するときに動かしにくくなります。

壁掛け設置
液晶モニターがはみ出すような取り付けはしない
壁掛けユニットを、柱などの液晶モニターがはみ出してしまうような場所には取り
付けないでください。身体や物などがぶつかってけがや破損の原因となります。

下記の注意を守らないとけがをしたり
周辺の家財に損害を与えたりすること
があります。

小さな部品を乳幼児の手の届くところに置かない
付属品の小さな部品を飲み込むおそれがあります。
乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

旅行などで長期間、ご使用にならないときは、電源プラ
グを抜く
本機を長時間使用しないときは、安全のため、必ず電源プラグを抜いてください。
本機は電源スイッチを切っただけでは、完全に電源からは切り離されておらず、常
に微弱な電流が流れています。
完全に電源から切り離すためには電源プラグをコンセントから抜く必要があり
ます。
コンセントは製品の設置場所に一番近く、抜き差しがしやすい場所を選んでく
ださい。

液晶画面の表面に物をぶつけない
ガラスが割れ、飛び散ったガラスにより、けがの原因となります。

本機の温度について
長時間使用したときなどに、ディスプレイユニットのパネル周辺部分やメディアレ
シーバーユニットの上部が熱くなり、手で触れると熱く感じることもあります。
また、変形しやすいもの（オーディオテープやビデオテープなど）をメディアレシー
バーユニットの上に置かないでください。

音量について
周辺の人の迷惑とならないよう適度の音量でお楽しみください。特に、夜間での音
量は小さい音でも通りやすいので、窓を閉めたりヘッドホンを使用したりして、隣
近所への配慮を充分にし、生活環境を守りましょう。
ヘッドホンをご使用のときは、耳をあまり刺激しないよう、適度な音量でお楽しみ
ください。耳を刺激するような大きな音で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影
響を与えることがあります。耳鳴りがするような場合は、音量を下げるか、使用を
中止してください。
また、ヘッドホンをつけたまま眠ってしまうと危険です。呼びかけられて返事がで
きるくらいの音量で聞きましょう。

磁気の影響を受けやすい物に近づけない
本製品(カバー類などの付属品を含む)は磁石を使用しています。	磁気の影響を受
けやすい物(磁気ストライプ付きのキャッシュカードやクレジットカードなど)を本製
品の近くに置かないでください。

使用上のご注意／お手入れ
運搬／設置について
•	液晶モニターの底面を持つときは、イラストのようにしっかりと持ってください。

•	運ぶときには、衝撃を与えないようにしてください。落下や破損などにより、大け
がの原因となります。	
特に、画面を押さえたり、強い力が加わる様な持ち方をしないでください。
•	修理や引っ越しなどで本機を運ぶ場合は、お買い上げ時に本機が入っていた箱
と、クッション材を使ってください。
•	本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだときや、湿気の多い場所
や暖房を入れたばかりの部屋などでは、機器表面や内部に水滴がつくことがあ
ります。これを結露といいます。	
結露が起きたときは、本機の電源を切り、結露がなくなるまで放置してからご
使用ください。
•	液晶モニター台からはみ出さないように設置してください。スタンド設置時には、
お子さまが近づかないようにご注意ください。

液晶画面について
•	画面を太陽に向けたままにしないでください。画面を傷める原因になります。
•	液晶画面を強く押したり、ひっかいたり、上に物を置いたりしないでください。画
面にムラが出たり、液晶パネルの故障の原因になります。
•	寒い所でご使用になると、画像が尾を引いて見えたり、画面が暗く見えたりする
ことがありますが、故障ではありません。温度が上がると元に戻ります。
•	静止画を継続的に表示した場合、残像を生じることがありますが、時間の経過
とともに元に戻ります。
•	使用中に画面やキャビネットがあたたかくなることがありますが、故障ではあ
りません。
•	長時間使用したあとに液晶画面の外周を触ると、熱く感じることがあります。
•	画面上に赤や青、緑の点（輝点）が消えなかったり、黒い点（滅点）が表れたりしま
すが、故障ではありません。	
液晶画面は非常に精密な技術で作られており、99.99%以上の有効画素があり
ますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります。

電源コードが同梱されている機種について
同梱されている電源コードはその機種専用のものです。
他の機器では使用しないでください。
モデル名と電源定格は、背面にある端子ラベルのところに表示してあります。

お手入れ
誤ったお手入れをした場合、液晶モニターを傷つけたり、故障の原因にもなります
ので、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、次のことを必ずお守りください。
•	本機に直接水や洗剤をかけないでく
ださい。吹きかけた水や洗剤が画面
下部や外装部にたれて本機が故障す
る場合があります。
•	汚れがひどいときは、水で薄めた中
性洗剤などに布を浸して固く絞って
ふき取り、最後に乾いた布で軽くふい
てください。
•	液晶モニターの下は柄つきのモップな
どを使用してください。	
狭いので手を入れて掃除しないでください。
•	軽い汚れをふき取るときは、めがね拭きな
どの乾いた柔らかい布でそっとふき取ってく
ださい。
•	市販の化学ぞうきんやクリーニングクロスなど
は、販売元に確認してから使用してください。
•	印刷面は乾いた柔らかい布で丁寧にふいてください。爪などでひっかくと、印刷
面が傷つくことがあります。
•	液晶の画面は特殊加工がされていますので、なるべく画面に触れないようにし
てください。

以下のことは行なわない
•	殺虫剤やシンナー、ベンジンのような揮発性の
もの、クレンザーのような研磨剤は使わないで
ください。変質したり、塗装がはげたりすること
があります。
•	ふき取るときの圧力で、液晶配列が崩れて、汚れ
のように見えることがあります。これは、電源を
入れ直すと元に戻ります。
•	画面の汚れをふき取るときは、スピーカー部を持ったり、画面に圧力をかけたり
しないでください。
•	ゴムやビニール製品に長時間接触させないでください。変質したり、塗装がはげ
たりすることがあります。
•	市販の液晶パネル用保護フィルターなどは使わないでください。
•	ハンドクリーム、日焼け止めクリームなどが手に付いた状態で本機に触らないで
ください。変色、変形の原因になります。

次のことを守って、壁掛けユニットに本機を設置する
誤った取り付け方法で設置すると、本機が落下し、大けがをすることがあります。
•	壁掛けユニットの取扱説明書の取り付け方法を必ず守ってください。
•	壁掛けユニットを取り付ける場合は、壁掛けユニットに同梱されている専用固定
ネジを使用してください。	
専用固定ネジ以外のネジを使用すると、落下や本機内部の破損の原因になり
ます。

4	mm	～	8	mm

固定ネジ(M4)

壁掛けユニット

本機背面のユニット取り付け部

•	壁掛けユニットの取り付け寸法は以下をご覧ください。

型名
壁掛けユニットの取り付け寸法

	×	

SDM-F27M30 100	×	100	mm

マニュアルについて
セットアップガイド
取扱説明書(本書)
ヘルプガイド(Web取扱説明書)
応用的な使いかたも含めて説明しています。

https://rd1.sony.net/help/
tv/f27m30/h_zz/

主な仕様
システム
パネルシステム
LCDパネル、LEDバックライト

音声出力（実用最大出力）
2	W	+	2	W

入出力端子
HDMI	1	～	2入力端子（HDMI	2.1、HDCP	2.3）
ヘッドホン端子
3極ステレオミニジャック
	1、 	2、 	3

USB	Type-A
	(PC)	(电脑)

USB	Type-B
	DP

USB	Type-C、DP	Alt	モード
DP
DisplayPort	(Ver.	1.4)

	19.5	V
ACアダプター端子

電源部、その他
動作温度
0	℃	～	40	℃

動作湿度
20%	～	80%（結露なきこと）

消費電力
90	W	(DC)

受信機型サイズ
27	V	型

パネル解像度
1920×1080（画素：水平×垂直）

有効画面サイズ*（幅・高さ・対角）
59.76	·	33.615	·	68.6	cm

視野角（左右／上下）
178/178度（JEITA規格準拠コントラスト比10:1）

最大外形寸法*
（最大突起部分を除く）（幅×高さ×奥行き）
スタンド含む
スタンド外側時
61.5	×	47.9	×	24.8	cm

スタンド除く
61.5	×	36.3	×	7.3	cm

スタンド幅*
45.3	cm

スタンドの高さ
46	-	116	mm

スタンドの傾き
0	-	20	度
質量*
4.1	kg、6.2	kg（スタンド含む）

電源
AC	100-240	V、50/60	Hz

*	 有効画面サイズおよび最大外形寸法とスタンド幅、質量は、おおよその値です。

付属品
•	ACアダプター(1)
•	ケーブルクランパー(1)
•	スタンド(1)・ネジ(2)
•	ディスプレイポートケーブル(1)
•	セットアップガイド(1)
•	取扱説明書(本書)（1）
•	保証書(1)
•	カラーキャリブレーションファクトリーレポート(1)

•	仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承く
ださい。
•	「JIS	C	61000-3-2適合品」です。	
JIS	C	61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部：限度値-高
調波電流発生限度値（1相当たりの入力電流が20	A以下の機器）」に基づき、商
用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを
目的としていますが、この装置がラジオや液晶モニタージョン受信機に近接して使
用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。	 VCCI-B

オプション機器について
本機は3メートル未満の信号ケーブルを使用した場合にEMC規格の制限に準拠し
ていることがテストにより確認されています。

長年ご使用の液晶モニター
の点検を！
こんな症状はありませんか
•	電源コードやプラグが異常な熱を持っていませんか
•	異常な熱や煙が発生したり変な臭いや音（パチパチ）がしませんか
•	電源を入れても画像や音が出ないことがありませんか
•	故障状態のまま使用していませんか

すぐに電源プラグを抜いて使用を中止し、故障や事故の防止のために、お買い上
げ店、またはソニーご相談窓口にご相談ください。

本製品はご購入いただいた個人のお客様からご依頼いただければ、
本製品はソニーが新たな料金をいただくことなく回収・再資源化いたします。
詳細はソニーのホームページ
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/pcrecycle/	をご参照くださｳい。

商標、ライセンス
•	HDMI、High-Definition	Multimedia	Interface、およびHDMIロゴは、	米国
およびその他の国におけるHDMI	Licensing	Administrator,	Inc.	の商標また
は、登録商標です。

•	DisplayPort™およびDisplayPort™ロゴ、DisplayHDR™ロゴは、Video	
Electronics	Standards	Association	(VESA®)の米国その他の国における商標
または登録商標です。
•	©	2021	NVIDIA	、	NVIDIAロゴ、および	NVIDIA	G-SYNC	Compatible	
は、NVIDIA	Corporation	の米国およびその他の国における商標または登録
商標です。

•	USB	Type-C®	および	USB-C®	は、USB	Implementers	Forumの登録商標
です。

CS

关于手册
本 LCD 显示器附带以下手册。请妥善保存
这些手册，以备日后参考。

设定指南

使用说明书 (本手册)

帮助指南 (网页版手册)
提供包括高级使用方法在内的信息。

https://rd1.sony.net/help/
tv/f27m30/h_zz/

注意
•	设定指南和本手册中使用的图像和图示仅
作为参考，可能与实际产品有所不同。

识别标签的位置
LCD 显示器标签（含型号和规格信息）位于 
LCD 显示器背面。

对于附带电源适配器的型号：
电源适配器型号和序号的标签位于电源适
配器的底部。

总经销者地址：
北京市朝阳区新源南路1号 
3层101内301室

产品中有害物质的名称及含量

部件名称

有害物质

铅

(Pb)

汞

(Hg)

镉

(Cd)

六价铬

(Cr(Ⅵ))

多溴联苯

(PBB)

多溴二苯醚

(PBDE)

实装基板

显示面板

壳体

扬声器

附属品

本表格依据 SJ/T 11364 的规定編制

 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以
下。
 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量
要求。

注意事项
关于“电器电子产品有害物质限制使用合格评定证书标志”，有关详细信息，请参阅 
SONY 中国主页 www.sony.com.cn。

安全信息

通风
•	切勿覆盖通风孔或将任何物体插入机壳
内。

•	如下图所示，在 LCD 显示器周围留出通
风空间。

安装在墙上
30 cm

10 cm

10 cm
请至少在机器周围留出此空间。

10 cm 2 cm

安装在支架上

6 cm

30 cm

10 cm10 cm

请至少在机器周围留出此空间。

•	为了确保正确通风及防止脏物或灰尘堆
积：
 — 请勿将 LCD 显示器平放、上面朝下安
装、向后安装或侧面安装。
 — 请勿将 LCD 显示器放置于架子、地
毯、床或壁橱中。
 — 请勿用布（如窗帘）或物件（如报纸
等）覆盖 LCD 显示器。

 — 请勿如下图所示安装 LCD 显示器。

墙壁

阻碍空气流动。

空气流动

请勿阻挡空气流动区
域。

墙壁

交流电源线
按照下列指示使用交流电源线和插座以避免
发生火灾、触电或损坏和/或人身伤害：
•	LCD 显示器所提供的交流电源插头的形状
视地区而异。务必连接所提供的带有适合
交流电源插座的插头的适当交流电源线。

•	请仅使用 Sony 所提供的交流电源线，不
要使用其它品牌的电源线。

•	将插头完全插入交流电源插座。
•	仅可在 220 V 交流电源上使用 LCD 显示
器。

•	连接电缆时，为了安全起见请务必拔下交流
电源线，以免被电缆绊到脚。

•	在进行作业或移动 LCD 显示器之前，请
从交流电源插座上断开交流电源线的连
接。

•	保持交流电源线远离热源。
•	拔出交流电源插头并定期进行清洁。如
果插头上覆盖一层灰尘并且有水气，则其
绝缘品质可能已经劣化，并可能会造成火
灾。

SDM-F27M30

https://www.sony.net/	
©	2022	Sony	Corporation	 Printed	in	China

 使用本 LCD 显示器之前，请先仔细阅
读此手册/安全信息并将之妥善保存以
备日后参考。

お買い上げいただきありがとうございます。

 警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

https://rd1.sony.net/help/tv/f27m30/h_zz/
https://rd1.sony.net/help/tv/f27m30/h_zz/
https://www.sony.jp/support/inquiry.html
www.sony.com.cn


SDM-F27M30
5-047-045-11(1)

质量（约）(kg)
含台式底座
6.2

不含台式底座
4.1

其他
电源适配器
ACDP-120D01 T

输入：100 V - 240 V ~，1.4 A，
50/60 Hz
输出：19.5 V ，6.2 A

* 在 LCD 显示器完成必要的内部程序后，
会达到指定的功率。

注意
•	设计和规格如有变更，恕不另行通知。
•	屏幕上的一些菜单说明可能不适用于您的 
LCD 显示器型号。

•	SJ/T 11292 计算机用液晶显示器通用规
范。

商标信息
•	HDMI、HDMI 高清晰度多媒体接口
以及 HDMI 标志是 HDMI Licensing 
Administrator, Inc. 在美国和其他国家
的商标或注册商标。

•	DisplayPort™、DisplayPort™ 标志
和 DisplayHDR™ 标志为视频电子标准协
会 (VESA®) 在美国和其他国家所拥有的
商标。

•	© 2021 NVIDIA、NVIDIA 标志和 
NVIDIA G-SYNC Compatible 为 NVIDIA 
Corporation 在美国和其他国家的商标
和/或注册商标。

•	USB Type-C® 和 USB-C® 为 USB 
Implementers Forum 的注册商标。

出版日期：2022 年 9 月

制造商索尼公司
制造商地址日本国东京都港区港南 1-7-1
总经销者地址北京市朝阳区新源南路 
1 号 3 层 101 内 301 室
总经销者索尼(中国)有限公司

•	若在寒冷的地方使用 LCD 显示器，图
像会有一些模糊或变暗。这是正常现
象。LCD 显示器的温度升高之后这个现象
便会消失。

•	当一直显示静像时可能会产生残影。这个
现象应该在一会儿之后便会消失。

•	使用 LCD 显示器时屏幕与机箱会变热。
这是正常现象。

•	屏幕含有少量液晶。进行废弃处理时，请
遵照当地的法令和法规。

使用和清洁 LCD 显示器的屏幕表
面/机壳
请务必在清洁 LCD 显示器之前，先将连接
至 LCD 显示器的交流电源线从交流电源插
座上拔下。
为了避免机体材料变质或屏幕涂层腐蚀，
请遵照下列预先注意事项。
•	若要清除屏幕表面/机壳上的灰尘，请用
柔软布料擦拭。如果还是有灰尘，请使用
已稀释的温和清洁剂沾湿的软布来擦拭。

•	绝对不能将水或清洁剂直接喷在 LCD 显
示器上。液体可能滴落在屏幕
的底部或外部部件上并渗入 
LCD 显示器内，而毁坏 LCD 
显示器。

•	切勿使用任何类型的磨砂垫、碱性/酸性
清洁剂、擦洗粉或易挥发溶剂，如酒精、
苯、稀释剂或杀虫剂。使用上述材料或与
橡胶或乙烯基物品长时间接触可能会造成
屏幕表面和机壳材料的损坏。

•	手上沾有护手霜或防晒霜等任何化学物质
时，请勿触碰 LCD 显示器。

•	建议您定期对通风口进行吸尘，以确保通
风正常。

•	当调整 LCD 显示器角度时，请慢慢移动 
LCD 显示器以防止 LCD 显示器从台式底
座移动或滑落。

选购装置
•	请将会产生电磁辐射的选购附件或任何装
置远离 LCD 显示器。否则可能会造成图
像扭曲和/或噪声。

•	已使用短于 3 米的连接信号电缆对本装
置进行测试，其符合电磁兼容（EMC）标
准中所规定的限值。

安装/设定
根据下列指示安装及使用 LCD 显示器，
以避免发生火灾、触电或损坏和/或人身
伤害。

安装
•	应将 LCD 显示器安装在易于插拔的交流
电源插座附近。

•	将 LCD 显示器放置在平稳水平的表面
上，以避免 LCD 显示器掉落而造成人身
伤害或财物损失。

•	请将 LCD 显示器安装在无法被拉动、推
动或撞翻的地方。

•	安装 LCD 显示器时，应当保证 LCD 显
示器的台式底座不会突出到 LCD 显示器
底座（未提供）外。如果台式底座突出到 
LCD 显示器底座外，可能会因 LCD 显示
器倾倒、掉落而造成人身伤害或 LCD 显
示器损坏。

搬运
•	搬运 LCD 显示器之前，请断开所有电缆
的连接。

•	当用手搬运 LCD 显示器时，请如下图所
示托住。请勿对液晶面板和屏幕边框施加
压力。

•	抬起或移动 LCD 显示器时，请牢牢扶住
其底部。

•	搬运 LCD 显示器时，请勿使其受到摇晃
或过度振动。

•	搬运 LCD 显示器以进行维修或移动时，
请使用原有的纸箱和包装材料进行包装。

将 LCD 显示器安装在墙上
本 LCD 显示器的使用说明书仅提供将 LCD 
显示器安装至墙壁上之前，挂壁式安装的
准备步骤。
您可使用适合的挂壁式支架（未提供）将 
LCD 显示器安装至墙上。如果台式底座与 
LCD 显示器相连，则可能需要从 LCD 显示
器上拆下台式底座。
在连接电缆前准备好 LCD 显示器以安装挂
壁式支架。

为保护产品和安全理由，Sony 强烈建议由
合格的专业人员将 LCD 显示器安装在墙
上。请勿尝试自行安装。
•	依照符合您的LCD显示器型号的挂壁式支
架所提供的说明书。安装本 LCD 显示器
需要足够的专业技术，特别是要利用专业
技术来确定墙壁是否具备承受 LCD 显示
器重量的强度。

•	用于将挂壁式支架安装至 LCD 显示器的
的螺丝未随机提供。

•	视挂壁式支架厚度而定，挂壁式支架螺丝
的长度可能不同。请参阅下方图例。

4 mm - 8 mm

固定螺丝(M4)

挂壁式支架
LCD 显示器后盖

•	挂壁式安装螺丝孔布孔方式请参考下表。

型号名称

挂壁式安装螺丝孔
布孔方式

×

SDM-F27M30 100×100 mm

规格

系统
面板系统：LCD（液晶屏幕）面板，LED 背
光灯（侧入式 LED 背光源)
声音输出：2 W + 2 W

输入/输出插孔
HDMI输入1/2（HDMI 2.1，HDCP 2.3）
耳机（立体声迷你插孔）
耳机

 1、  2、  3
USB Type-A

 (PC)(电脑)
USB Type-B

 DP
USB Type-C，DP Alt 模式

DP
DisplayPort (Ver. 1.4)

 19.5 V
电源适配器输入

产品的推荐使用条件
环境温度：5ºC - 35ºC
湿度：20 % - 80 %
大气压力：86 kPa - 106 kPa

电源和其他
电源要求
附带电源适配器的型号带电源适配器的 
19.5 V 直流电额定：输入 100 - 240 V 
交流，50/60 Hz

可视图像对角线尺寸（约）
68.6 cm (27 英寸）

功耗
29.4 W

关闭状态/睡眠状态功率*

0.5 W 以下
显示器分辨率 (水平 × 垂直)
(像素)
1920 × 1080

尺寸（约）（宽×高×深）(mm)
含台式底座
615 × 479 × 248

不含台式底座
615 × 363 × 73

底座宽度（约）(mm)
453

底座高度调节
46 - 116 mm

底座倾斜
0 - 20 度
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