
SCT-40P01SR

40V型LEDバックライト搭載地上デジタルフルハイビジョン液晶テレビ





コード

スタンド接合部
..1個

スタンド取り付け
ネジ（短）..4個

スタンド取り付け
ネジ（長）..4個

スタンド
（プレートタイプ）

..1個

スタンド軸
..1個

ワッシャーB..1個ワッシャーA
..1個

スタンド
（セパレートタイプ）

..2個





スタンド取り付け
ネジ（短）×4

スタンド取り付け
ネジ（長）×4

ワッシャーA

スタンド接合部

ワッシャーB

スタンド軸

スタンドプレート

後

前

ス

セパレートタイプ
スタンド

タンド取り付け
ネジ（短）×4

本製品にはお好みで選べる2種のスタンド（プレートタイプ・セパレートタイプ）が同梱されています。
下図を参照し、いずれかのスタンドを取り付けてください。

※組み立て設置上の注意点
●液晶画面を傷付けないようにタオルや布を敷き、組み立ててください。
●スタンドを安全に正しく取り付けるために、本紙に沿って組み立ててください。
●締め付けは必ずドライバーを使用してください。また、過度な締め付けによる破損を防ぐため、電動ドライバーは使用
しないでください。

［手順 .1］スタンドプレート部分とスタンド接合部を組み立てます。
…ワッシャー Bは凹んでいる方を底面に向けてください。4本のスタンド取り付けネジは長い方を使用してください。
［手順 .2］手順 .1で組み上げたスタンドプレート+接合部と、テレビ本体を組み立てます。
…4本のスタンド取り付けネジは短い方を使用してください。

プレートタイプ・スタンドの取り付け

スタンド上部に「L：左」・「R：右」の表示があります。左右に注意して取り付けてください。
…左右各 2本、計 4本のネジを使用します。取り付けネジは短い方を使用してください。

セパレートタイプスタンドの取り付け



テレビ操作部

［入力切換ボタンについて］
本体の入力切換ボタ

USB端子
（録画用）

地デジ
アンテナ入力

ンを繰り返し押すこ
とで、次のように入力を切り換えます。
リモコンの入力切換ボタンと動作が異な
りますのでご注意ください。

電源ランプ
リモコン受光部

音量ボタン

チャンネル
ボタン

入力切換
ボタン

消音ボタン

電源ボタン

［ヘッドホンを使用時の注意］
■ヘッドホン出力端子を使用してい
る時はテレビ本体のスピーカー
から音声は出力されません。
■ヘッドホンの音量は、「音量」ボ
タンで調節できます。
■ヘッドホン出力端子から抜き差し
するときは音量を小さくしてくだ
さい。突然大きな音が出てしまう
ことがあります。

（別売）

（別売）

mini B-CASカードカバーの取り付け方



2 電源

3 入力切換

5 数字

7 音量

9 メニュー

11 録画

12 番組表

13 録画リスト

16 字幕

14 再生/一時停止

15 停止

8 音声切換

6 消音

4 地デジ

1 画面表示 17 画面サイズ

18 省エネ

10 決定

19 3桁入力

20 オフタイマー

21 チャンネル

24 dボタン

26 予約リスト

27 番組情報

28 早戻し/早送り

25 色選択

22 戻る

23 方向

29 前へ/次へ

1.画面表示 視聴中のチャンネル等の情報を表示します。

2.電源 電源のオン・オフを切り換えます。

3.入力切換 接続した外部入力映像に切り換えます。

4.地デジ 地上波放送に切り換えます。

5.数字 主にチャンネル選局時に使用します。

6.消音 消音の入・切を切り換えます。

7.音量 音量の大小を調節します。

8.音声切換 主・副音声を切り換えます。

9.メニュー 各種設定を行うメニュー画面を表示します。

10.決定 主にメニュー画面等で選択項目の決定時に使用します。

11.録画 HDD接続時、録画を行う際に使用します（※1）。
12.番組表 番組表画面を表示します。

13.録画リスト 録画した番組の一覧が表示されます（※1） 
14.再生/一時停止 録画した番組の再生や一時停止に使用します（※1）。
15.停止 録画した番組の再生を停止します（※1）。
16.字幕 字幕の表示を切り換えます。

17.画面サイズ 画面の表示サイズ（縦横比等）を切り換えます。

18.省エネ 省電力の設定画面を表示します。

19.3桁入力 チャンネル選局の為の数字入力時に使用します。

20.オフタイマー オフタイマーの設定画面を表示します。

21.チャンネル チャンネルを切り換えます。

22.戻る メニュー画面等で前項目に戻る際に使用します。

23.方向 メニュー画面等で項目選択に使用します。

24.dボタン データ放送画面に切り換えます。

25.色選択 データ放送画面で項目選択等に使用します。

26.予約リスト 録画を予約した番組の一覧を表示します（※1）。
27.番組情報 視聴中の番組の詳細情報を表示します。

28.早戻し/早送り 録画番組の再生中に早戻し/早送りに使用します（※1）。
29.前へ/次へ 録画番組の再生中に前もしくは次の番組タイトルに移動
 します（※1）。

（※1） 外付けHDDを接続し、録画や再生を行う際の操作となります。
 HDD未接続時は操作することができません。



アンテナと電源コードの接続をする

電源コードとコンセントをつなぐ

アンテナをつなぐ

アンテナ線の接続方法はアンテナ線の形状によって異なります。下図をご参照頂き、接続してください。





※電源プラグがコンセントにきちんと差し込まれている

右 青

ことを確認してください。電源が入っていない時は本
体の電源ランプが赤色に点灯します。













本体の背部ボタン

音量ボタン

チャンネル
ボタン

入力切換
ボタン

消音ボタン

電源ボタン





















AC 100V∽









40V型 LEDバックライト搭載 地上デジタル フルハイビジョン液晶テレビ

DF
908ｍｍ

約9.4Kg

（typ, On/Off）

5000：1
12W 6 6 8

250

40V型
878mm（幅）×485mm（高さ）

1,920（H）×1,080（V）

528
（577mm）

（230mm）

mm

86 mm

SCT-40P01SR

55W（待機時：0.3W）
98kWh/年

電源入力：AC 100V - 240V 50/60Hz

※本製品は専用のスタンドで設置するよう設計されていますが、背面に部品取り付け穴があり、他社販売の壁掛け金具やアーム等を
接続することが可能です。これら設置の際は取り付け部品の仕様、壁面・土台部分の仕上げや施工状態によっては落下等による破
損や不具合の危険もございます。専門業者に施工をご依頼頂くことを推奨すると共に、専用スタンド以外を使った設置により生じ
た製品の不具合や破損、落下や製品以外の器物破損等の事故については保証できかねます旨ご了承ください。

8.5ms

リモコン、単四形乾電池（動作確認用）×2、mini B-CASカード、mini B-CASカードカバー、
mini B-CASカードカバー取り付けネジ、スタンドプレート、スタンド接合部、スタンド軸、
ワッシャー2種、スタンド取り付けネジ（長・短）×各4、セパレートスタンド×2、保証書、取扱説明書

200×200mm
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［本　　　社］ 〒105-0011 東京都港区芝公園 2-4-1 芝パークビル A館 2F
［商品管理部］ 〒349-1117 埼玉県久喜市南栗橋 4丁目 14 番地 1号
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