ハドル会議のスムーズな進行に便利な機能を備えた
アプリケーションがインストールされたディスプレイ

ハドル会議・ミーティングを
スムーズにする
ハドル会議
アプリケーション搭載

会議用
ディスプレイパック

かんたんマニュアル

このアプリケーションでできること
リモコン操作不要で
「電源ON／OFF」も「HDMI切替」も可能＊
PCにHDMIケーブルを
つなぐだけで電源ON、
抜くだけで電源OFF

簡易サイネージ

プレゼンテーション
タイマー

ホーム画面を
自由に変更して
サイネージとして利用

プレゼンテーション時間を
表示しスムーズな
会議進行をサポートする

HDMIケーブルを
つなぐだけで
自動で入力切替

＊チューナー搭載モデルの場合、
テレビを視聴すると本機能が停止します

リモコンの「ホーム」ボタンを押すことで、再度利用することができます

HDMI入力の自動切替
テレビがスタンバイ状態の時に、
PCをHDMIで接 続するとテレビの電源が自動でONになります。
テレビにつないだHDMIケーブルをP Cにつなぐだけで、自動でPC画面に切り替わります。
また、
複数のPCをHDMIでつないだ場合は、
最後に接続されたPC画面に自動で切り替わります。
HDMIケーブルをPCに挿すだけで

HDMIケーブルを後挿しするだけで

自動で電源がON

自動で入力切替

自動で
電源がOFF＊
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入力切替

40

10
0

40
30
20
10
0

HDMIケーブルを挿すと
自動で電源がON

PICK UP

HDMIケーブルを抜くと
ホーム画面に移動

HDMI

PICK UP

＊ 自動電源オフの設定で、
任意の時間を設定してください

ご注 意
本ディスプレイパックは、アプリケーションが
インストールされているため、他の用途での使用
はできません。

リモコン
操作でも
可能

ホーム画面時にリモコンの下ボタンを押下すると、ホームメニューが
表示されます。
●タイトル・サブタイトルが設定画面で自由に設定できます（➡ 詳しくは「各種設定」参照）

ホーム画面
(イメージ)

下ボタン

同梱物

●入力切替の選択＊
（HDMI1〜４）

●プレゼンタイマーの選択

＊設定画面を表示中にリモコンの
「黄」ボタンを5回押すとTV視聴ボタンが追加されます（チューナー搭載モデルのみ）

各種設定
USBメモリー
●PowerPoint®テンプレート 4種類
●サンプル画像（使い方ガイド）

さまざまな設定ができます 。
初回起 動時に設定できますが、リモコンの「再生
ボタン」でいつでも設定画面を表示可能です。

＜ホーム画面＞
●タイトルの設定
ホーム画面下段に文字を表示可能。
文字数目安：全角19文字 半角34文字

●サブタイトルの設定
ホーム画面上段（タイトルの上部）に文字を表示可能。
文字数目安：全角49文字 半角86文字

ハドル会議・ミーティン
グを
スムーズにする

●時計

ハドル会議
アプリケーション搭載

会議用
ディスプレイパック

時計を画面に表示するかどうかを設定します。

かんたんマニュアル

●ウェブフレームの設定 ＊
URLを指定することでウェブ画面を表示可能。
表示サイズは[HALF]なら画面半分、[FULL]なら画面全体表示。

ご注意

本ディスプレイパックは、
アプリケーションが
インストールされているため、
他の用途での使用
はできません。

会議用
ディスプレイパック
かんたんマニュアル
（本冊子）

ケーブルに貼れる
簡単説明シール

タイトル、サブタイトルを記入した際のイメージ画像と
記入した際のホーム画面画像の変化のイメージ

＜電源＞
●自動電源オフの設定
入力信号がない場合にスタンバイ状態になるまでの時間を
設定できます。
「切」、もしくは1分から95分まで1分単位で設定可能。

●自動再起動の設定

※テレビの視聴には、受信設備環境が必要です

安定に動作をするために定期的に再起動をします。
タイトルを入れたイメージ

サブタイトルを入れたイメージ

リモコンの「９」を押すと時計の時刻設定が可能

＜外部入力＞
●外部入力
HDMI入力１〜４を選択した際の表示名を変更できます。

＜ヘルプURL＞
＊
●ヘルプURL
URLを指定することでヘルプ画面を表示可能。
ヘルプ画面を任意のWebページにしたいときに便利です。

＜設定画面の保護＞
●PIN設定
※主電源が切れるとリセットされます。
※ネットワーク接続または、放送波が視聴できる状態であれば、
自動で時刻を取得しますので、時刻設定は不要です。

本設定を変更時にPINコード（4桁）を入力しないと
設定できないように設定可能。
＊

ページによっては正常に表示できない場合があります

簡易サイネージ（掲示板）
簡単にホーム画面をカスタマイズできるので、
簡易的な社内サイネージとして活用が可能。
H DM Iの差し替え時やH DM Iを抜いた後に
表示されるので、掲示板としてご使用ください。

同梱USBメモリーの中身

再生できるファイル形式
再生できるファイル形式は以下の通りです。

「sony」フォルダ

・・・・ アプリケーションフォルダ。

「media」フォルダ

・・・・ 再生したいコンテンツを保存するフォルダ。

「sample̲XXX」ファイル ・・・・ コンテンツのサンプル。
（PowerPointファイル）
テンプレートとして利用できます。

動

画

静止画

後述の「Microsoft Office PowerPoint®で作成する際の
ポイント」を参考にしてください。

MP4形式のH.264/AVC または H.265/HEVC
JPEG, PNG, GIF, BMP

※ 静止画は、すべてフルHD解像度の表示です
※ 詳しくは、
（https://www.sony.jp/bravia-biz/codec̲info/index.html）をご確認ください
※ 上記ファイル形式でも、
細かな仕様によっては正常に再生できない場合があります

オリジナルのコンテンツをサイネージとして表示する

1

USBメモリーを開くとフォルダが2つありますので、
「media」
フォルダの中
にデータを入れてください。
※
「sony」
フォルダと
「media」
フォルダを削除しないように注意してください
USBメモリー内

ファイルの再生順について
ファイルの再生はフォルダ名・ファイル名の昇順で再生されます。
再生したいファイルが複数ある場合は再生したい順にフォルダ名・ファイル名
の先頭に番号をつけてください。
静止画の再生時間は、デフォルト10秒です。再生時間を変更したい場合は、
ファイル名の拡張子の前に、
秒数を半角括弧でくくって記載ください。

sony

media

「sony」
フォルダはアプリケーションが
入ってるので開かない

例：01.seminor.jpg → 01.seminor(30sec).jpg
動画ファイル

画像ファイル

再生したいファイルを
「media」
フォルダへ
ドラッグ&ドロップします。

2

USBメモリーをブラビアのUSB端子に挿入してください。
インストール画面が表示されますので、
インストールをしてください。

3

インストール完了後、
USBメモリーを抜き、
本体電源ボタン長押し、
もしくは、
リモコンの電源ボタンを長押しで再起動をしてください。

01 jinji

02 soumu

01.seminor

02.meeting

03.workstyle

●動画・静止画は各フォルダ内のファイルがすべて再生された後、
次のフォルダ
の再生が始まります。
●ファイル名・フォルダ名は半角英数字で設定してください。

※下記の操作は、
正常にインストールされない可能性があるため、
避けてください
●ブラビアに同時に2本以上のUSBメモリーを挿入すること。 ●「media」フォルダに動画・静止画以外のデータを入れること。

Microsoft Office PowerPoint®で作成する際のポイント
POINT

1 サイズの設定

POINT

フルHD
（1920×1080ドット）
の静止画を作成するには、
スライドのサイズを
「ユーザー設定」
にして、
幅：50.79㎝ 高さ：28.58㎝に指定してください。

❶

❸
❹

2 静止画の書き出し

保存する際にファイル形式でJPEGを選択します。

❷
❶

❷

❸

※ Microsoft, Office, PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です

ホーム画面を初期コンテンツに戻したいときは
USBメモリー内の「media」フォルダの中を空にして、USBメモリーを
ブラビアのUSB端子に挿入してください。

プレゼンテーションタイマー
プレゼンテーションの時間を知らせるタイマー機能です。

04:30

①ホームメニューからプレゼンテーションタイマーアイコンを選択するか、
任意の画面でリモコンの赤ボタンを押すと、プレゼンテーションタイマー
を設定するダイアログが表示されます。
②タイマーはリモコンの上下ボタンにより1分単位で増 減させることができ、
画面上のOKボタンを選択するとカウントダウンが始まります。

●画面上部に常時表示されます。
リモコンの赤ボタンを押し、
キャンセルを選択し、
解除することができます。
電源OFFでも解除できます。
●設定可能な時間は 1分〜60分で1分毎。

