
2019 年 4 月 1 日 

 

お客様各位 

 

東芝映像ソリューション株式会社 

営業本部 B2B 営業部    

 

 

ウェブサイト「業務用ディスプレイ・デジタルサイネージ」URL変更について 

 

平素は弊社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。 

ダウンロードいただきましたマニュアル内に掲載されている「業務用ディスプレイ・デジタルサイネージ」ウェブサイトの URL が 2019

年 4 月 1 日から変更となりました。 

つきましては、マニュアルをご参照される際には、新しい URL に読み替えてご覧いただきますようお願いいたします。 

 

 

「業務用ディスプレイ・デジタルサイネージ」ウェブサイト URL 

 

・旧 URL  http://www.toshiba.co.jp/vs/  

・新 URL  https://www.toshiba.co.jp/tvs/vs/ds/     (2019 年 4 月 1 日以降) 

 

(例) 

サポートサービス 

http://www.toshiba.co.jp/vs/support/ → https://www.toshiba.co.jp/tvs/vs/ds/support/ 

 

資料ダウンロード 

http://www.toshiba.co.jp/vs/download/ → https://www.toshiba.co.jp/tvs/vs/ds/download/ 

 

 

お客様には、お手数をおかけして大変申し訳ございませんが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

以 上 

 



このたびはShared Boardをお買い上げいただきまして、 まことにありがとうございます。
お求めのShared Boardを安全に正しく使っていただくため、お使いになる前にこのクイックスタートガイドをよくお読みください。 

：： 必ず最初に「安全上のご注意」　　　をご覧ください。
：： 操作ができなくなった場合は、「困ったときは」をご覧ください。
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安全上のご注意　安全上のご注意　～最初に必ずお読みください～～最初に必ずお読みください～

商品および各種説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいた
だくために、重要な内容を記載しています。
次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

【表示の説明】
表示 表示の意味

警告
“取扱いを誤った場合、人
が死亡、または重傷（＊１）
を負うことが想定されるこ
と”を示します。

注意
“取扱いを誤った場合、人
が軽傷（＊2）を負うこと
が想定されるか、または物
的損害（＊3）の発生が想
定されること”を示します。

＊１： 重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、
中毒などで、後遺症が残るもの、および治療に入院や長期
の通院を要するものをさします。

＊２： 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、や
けど、感電などをさします。

＊３： 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかか
わる拡大損害をさします。

【図記号の例】
図記号 図記号の意味

禁　止

“  ”は、禁止（してはいけないこと）
を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近
くに絵や文章で示します。

指　示

“  ”は、指示する行為の強制（必
ずすること）を示します。
具体的な指示内容は、図記号の中や近
くに絵や文章で示します。

注　意

“  ”は、注意を示します。
具体的な注意内容は、図記号の中や近
くに絵や文章で示します。

Mozart_QSGuide_book.indd   2Mozart_QSGuide_book.indd   2 2014/05/30   13:41:302014/05/30   13:41:30



3

警告
異常や故障のとき

■ 煙が出ている、変なにおいがするときは、すぐに電
源プラグをコンセントから抜く

プラグを抜け

そのまま使用すると、火災・感電の原因と
なります。
煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの
販売店にご連絡ください。

■ 画面が映らない、音が出ないときは、すぐに電源プ
ラグをコンセントから抜く

プラグを抜け

そのまま使用すると、火災の原因となりま
す。
お買い上げの販売店に、点検をご依頼くだ
さい。

■ 内部に水や異物がはいったら、すぐに電源プラグを
コンセントから抜く

プラグを抜け

そのまま使用すると、火災・感電の原因と
なります。
お買い上げの販売店に、点検をご依頼くだ
さい。

■ 本体やACアダプターを落としたり、破損したりし
たときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く

プラグを抜け

そのまま使用すると、火災・感電の原因と
なります。
本機を破損したままで取り扱うと、けがの
おそれがあります。
お買い上げの販売店に、点検・修理をご依
頼ください。

■ 電源コードや電源プラグが傷んだり、発熱したりし
たときは、本体背面の電源コネクターからACアダ
プタを抜いて電源を切り、電源プラグが冷えたこと
を確認し、コンセントから抜く

プラグを抜け

そのまま使用すると、火災・感電の原因と
なります。
コードが傷んだら、お買い上げの販売店に
交換をご依頼ください。

設置するとき

■ 本機はコンセントから電源プラグが抜きやすいよ
うに設置する

指　示

万一の異常や故障のとき、または長期間使
用しないときなどに役立ちます。

■ 屋外や浴室など、水のかかるおそれのある場所には
置かない

風呂、シャワー
室での使用禁止

火災・感電の原因となります。

■ ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所に置
かない

禁　止

本機が落ちて、けがの原因となります。
水平で安定したところに据え付けてくだ
さい。

■ 振動のある場所に置かない

振動禁止

振動で本機が移動・転倒し、けがの原因と
なります。

■ 電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで確
実に差し込む

指　示

● 交流100V以外を使用すると、火災・
感電の原因となります。

● 差し込みかたが悪いと、発熱によって
火災の原因となります。

● 傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセン
トは使わないでください。

■ 上に物を置いたり、ペットをのせたりしない

上載せ禁止

● 金属類や、花びん・コップ・化粧品など
の液体、ペットの尿・体毛などが内部
にはいった場合、火災・感電の原因と
なります。

● 重いものなどが置かれて落下した場
合、けがの原因となります。

■ 壁に取り付けて使用する場合、壁掛工事は、お買い上げ
の販売店に依頼する

指　示

工事が不完全だと、けがの原因となりま
す。
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警告
使用するとき

■ 修理・改造・分解はしない

分解禁止

内部には電圧の高い部分があり、感電・火
災の原因となります。
内部の点検・調整および修理は、お買い上
げの販売店にご依頼ください。

■ 電源コード・電源プラグは、

指　示

● 傷つけたり、延長するなど加工したり、加
熱したり（熱器具に近づけるなど）しない

● 膨らんでいたり、傷ついた電源コード
は使用しない

● 引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしない
● 無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない
● 水・湿気のかかる場所で使用しない
● ACアダプターなどに巻き付けない
火災・やけど・感電の原因となります。

■ ACアダプターは、

指　示

● ACアダプターに電源コードやケーブ
ルを巻き付けない

● 電源コードやケーブルを巻き付けたま
ま使用しない

● ACアダプターの根元に無理な力を加えない
● 無理に折り曲げない
● 持ち運び時には指定以外の方法でコードを束ねない
● ケーブルが膨らんでいたり、傷ついている場合は使
用しない

● ケーブルに輪ができた状態や、ねじれた状態では使
用しない

火災・やけど・感電の原因となります。

■ 通電中の本体やACアダプターにふとんをかけな
い。また、じゅうたんなどのように熱の逃げないも
のの上で使ったり、布などでくるんだりしない

禁　止

内部の温度が上がり、火災・やけど・故障
のおそれがあります。

■ 付属のACアダプターを本機以外の他の用途に使用しない

禁　止

本機以外の用途に使用すると、火災・故障
の原因となります。

■ ACアダプターは本機に付属のものを使用する

指　示

本機付属以外のACアダプターを使用する
と、電圧や（＋）（－）の極性が異なっている
ことがあるため、火災、破裂、発煙のおそ
れがあります。

■ 電源プラグの刃および刃の取り付け面にほこりが
付着している場合は、電源を切り、電源プラグを抜
いてから乾いた布などで清掃する

指　示

そのまま使用すると、火災・感電のおそれ
があります。長時間使用しないときはコ
ンセントから抜き、ほこりが付着しないよ
うに保管してください。

■ 付属の電源コードは、本機付属のACアダプター以
外には使用しない

禁　止

付属の電源コードは、本機付属のACアダ
プター専用です。

■ 異物を入れない

異物挿入禁止

通風孔などから金属類や紙などの燃えや
すいものが内部にはいった場合、火災・感
電の原因となります。
特にお子様にはご注意ください。

■ 雷が鳴りだしたら、本機・電源コードおよび本機に接
続した機器やケーブル・コードに触れない

禁　止

感電の原因となります。

■ 包装に使用しているビニール袋でお子様が遊んだ
りしないように注意する

指　示

かぶったり、飲み込んだりすると、窒息の
おそれがあります。
万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師に相
談してください。

■ 心臓ペースメーカーを装着しているかたは、心臓
ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す

指　示

電波によりペースメーカーの動作に影響
を与えるおそれがあります。

お手入れについて

■ ときどき電源プラグを抜いて点検し、刃や刃の取付
け面にゴミやほこりが付着している場合は、きれい
に掃除する

指　示

電源プラグの絶縁低下によって、火災の原
因となります。

安全上のご注意安全上のご注意（つづき）　～最初に必ずお読みください～（つづき）　～最初に必ずお読みください～
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注意
設置するとき

■ 温度の高い場所に置かない

禁　止

直射日光の当たる場所やストーブのそばな
ど、温度の高い場所に置くと火災の原因と
なることがあります。
また、本体の変形や破損などによって、感
電の原因となることがあります。

■ 湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かない

禁　止

加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場
所などに置くと、火災・感電の原因となる
ことがあります。

■ 移動したり持ち運んだりする場合は、

指　示

● 離れた場所に移動するときはACアダ
プター・電源プラグ・機器との接続線
および転倒防止をはずす

 はずさないまま移動すると、ACアダプ
ターや電源コードが傷つき火災・感電
の原因となったり、本機が転倒してけ
がの原因となったりすることがありま
す。

● 衝撃を与えないように、ていねいに取
り扱う

本機が破損してけがの原因となることが
あります。

使用するとき

■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたは
しない

禁　止

タコ足配線をしないでください。
火災・感電の原因となることがあります。

■ 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って
抜かない

引っ張り禁止

電源コードを引っ張って抜くと、電源コー
ドや電源プラグが傷つき火災・感電の原因
となることがあります。
電源プラグを持って抜いてください。

■ ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

ぬれ手禁止

感電の原因となることがあります。

■ 旅行などで長期間使用しないときは、安全のため電
源プラグをコンセントから抜く

プラグを抜け

万一故障したとき、火災の原因となること
があります。
本体やリモコンの電源ボタンを押して画
面を消した場合は、本機への通電は完全に
は切れていません。本機への通電を完全
に切るには、電源プラグをコンセントから
抜いてください。

■ 電源コネクターを取り扱うときは次の点を守る

指　示

● 本機の電源コネクターにACアダプ
ターのコードを確実に差し込む

● 本機の電源コネクター部には強い力を
加えない

確実に差し込まないと、やけど、発煙のおそ
れがあります。

■ ヘッドホーンやイヤホーンを使用するときは、音量
を上げすぎない

禁　止

耳を刺激するような大きな音量で聞くと、
聴力に悪い影響を与えることがあります。

安全上のご注意（つづき）　～最初に必ずお読みください～
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安全上のご注意安全上のご注意（つづき）　～最初に必ずお読みください～（つづき）　～最初に必ずお読みください～

注意
使用するとき（つづき）

■ リモコンに使用している乾電池は、

禁　止

● 指定以外の乾電池は使用しない
● 極性表示 と を間違えて挿入しない
● 充電・加熱・分解したり、ショートさせ
たりしない

● 火や直射日光などの過激な熱にさらさ
ない

● 表示されている「使用推奨期限」の過ぎ
た乾電池や、使い切った乾電池はリモ
コンに入れておかない

● 種類の違う乾電池、新しい乾電池と使
用した乾電池を混ぜて使用しない

これらを守らないと、液もれ・破裂などによって、やけ
ど・けがの原因となることがあります。
もれた液が目にはいったり、皮膚についたりすると、目
や皮膚に障害を与えるおそれがあります。目や口には
いったり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよ
く洗い流し、直ちに医師に相談してください。
衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してく
ださい。
器具についたときは、液に直接触れないでふき取ってく
ださい。

■ 本機の画面をたたいたり、衝撃を加えたりしない

禁　止

ガラスが割れて、けがの原因となることが
あります。
もしも、ガラスが割れて液晶（液体）がもれ
たときは、液晶に触れないでください。
もれた液が目にはいったり、皮膚についた
りすると、目や皮膚に障害を与えるおそれ
があります。目や口にはいったり、皮膚に
ついたりしたときは、きれいな水でよく洗
い流し、直ちに医師に相談してください。
衣服などについたときは、すぐにきれいな
水で洗い流してください。
床や周囲の家具、機器などについたとき
は、液に直接触れないでふき取ってくださ
い。

■ 本機の周囲に薬品、芳香剤、消臭剤、化粧品、洗剤
などを置かない

禁　止

薬品・芳香剤・消臭剤・化粧品・洗剤などの
中には、プラスチックに付着すると劣化や
ひび割れを生じさせるものがあります。（詳
しくは、下記の「お知らせ」をご覧ください）
本体やスタンド部分が破損すると、感電の
原因となったり、本機が転倒してけがの原
因となったりすることがあります。
薬品・芳香剤・消臭剤・化粧品・洗剤など
が本機に付着したときは、すぐにきれいに
ふき取ってください。
本体やスタンド部分などにひび割れなど
の破損が生じたときは、すぐにお買い上げ
の販売店に修理をご依頼ください。

 お手入れについて

■ お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く

プラグを抜け

感電の原因となることがあります。
お手入れのしかたについては12 ペー
ジの「お手入れ」をご覧ください。

■ 1年に一度は内部の清掃を、お買い上げの販売店に
相談する

指　示

本体の内部にほこりがたまったまま使用
すると、火災や故障の原因となることがあ
ります。
特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと
効果的です。内部清掃費用については、お
買い上げの販売店にご相談ください。

お知らせ

本機にはプラスチックが多く使われています。薬品・芳香
剤・消臭剤・化粧品・洗剤などの中にはプラスチックに付
着したままにしておくと、プラスチックの劣化・ひび割れ
（ケミカルストレスクラック ）の原因となる物もあります。
「ケミカルストレスクラック」とは、製品荷重などの応力
が加わっているプラスチック部分に、薬品・芳香剤・消臭
剤・化粧品・洗剤などが付着すると、付着物がプラスチッ
ク内部に浸透して応力との相互作用でひび割れや破損が発
生する現象です。こぼれたこれらの液体などが、製品底面
のプラスチック部分と設置台のすき間に浸み込んだ場合で
も、放置すると発生することがあります。
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付属品を確認する付属品を確認する
 付属品の確認 

付属品がそろっているか、確認してください。足りないも
のがある場合や、破損しているものがある場合は、東芝ディ
スプレイ機器ご相談センター ( →裏表紙② ) にお問い合わ
せください。
● 本体 (1)
● ACアダプター (1)
● 電源コード (1)
● DC延長ケーブル（3m） (1)
● リモコン (1)
● 単三形乾電池 (2)
● 本体設置用スタンド台座 (1)
● 本体設置用スタンドプレート (1)
● スタンド台座とプレート固定用ネジ (1)
● クイックスタートガイド（本書）(1)

型番と製造番号を確認

型番と製造番号は本体に記載されています。保証書に同じ
番号が記載されていることを確認してください。番号が違
う場合や、不備があった場合は、東芝ディスプレイ機器ご
相談センター (→裏表紙② )にお問い合わせください。

本機のマニュアルについて本機のマニュアルについて
マニュアルの種類

本機には、クイックスタートガイドと操作マニュアルがあ
ります。
本機を安全に正しく使うために、ご使用の前に必ずクイック
スタートガイドの「安全上のご注意」をよくお読みください。
● クイックスタートガイド（本書）
本機に付属しています。「安全上のご注意」、付属品、
設置のしかたなどが書かれています。ご使用になる前
に必ずお読みになり、正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるようにお手
元に大切に保管してください。

● 操作マニュアル
詳しい使いかたを説明しています。本機に内蔵されて
いますので、必要なときにいつでもお読みください。
• 操作マニュアルの見かたについては「操作マニュアル
を見る」（→右記）をご覧ください。

 操作マニュアルを見る

1. 本体を設置し、電源プラグをコンセントに接続する
（→10 ページの「スタンドを使って設置する」）

2. 本体背面の電源ボタンを押し、ホーム画面を表示する
（→11 ページの「電源を入れる」）

3. ホーム画面で [  ］→ [  オーナーズマニュアル ]
をタップして、操作マニュアルを表示する

10:00

お知らせ

横置きで初めて操作マニュアルを表示するときは、幅一
杯に大きく表示されます。画面右上のメニューアイコン
（  ）をタップしてから、「単一ページ」を選ぶと見やすい
大きさになります。
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取扱いについて

● 本機をご使用中、製品本体で熱くなる部分がありますので、
ご注意ください。

● 本機に殺虫剤など、揮発性のものをかけないでくださ
い。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させ
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。

● 本機から「ジー」という液晶パネルの駆動音が聞こえ
る場合がありますが、故障ではありません。

● 外部入力（HDMI 入力）の映像や音声には若干の遅れ
が生じます。以下の場合にはこの遅れによる違和感を
感じることがあります。
• ゲーム、カラオケなどを接続して楽しむ場合
• 外部機器の音声を直接オーディオ機器に接続して視聴
する場合

本機の無線LAN/Bluetoothを使う際のお願い

● 本機は、日本国の電波法に基づく無線設備（無線
LAN/Bluetooth）を内蔵しています。

● 本機に搭載されている無線設備は、日本国内専用です。
海外で使用することはできません。

● 無線 LAN と Bluetooth は同じ周波数帯を使用する
ため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速
度の低下やネットワークが切断される場合がありま
す。接続に支障がある場合は、今お使いの無線 LAN、
Bluetooth のいずれかの使用を中止してください。

● 本機の無線 LAN/Bluetooth が使用する周波数帯は
2.4GHz 帯と 5GHz 帯ですが、他の無線機器も同じ周
波数を使用している場合があります。本機の内蔵無線
LANや Bluetooth を使用する際は、他の無線機器と
の間で電波干渉が発生しないように、以下の注意事項
に留意してください。
この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・
科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造
ライン等で使用されている免許を要する移動体識別
用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、
アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運
用されています。
1. この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が
運用されていないことを確認してください。

2. 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉
が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャ
ンネルを変更するか、使用場所を変えるか、又は機
器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。

3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何か
お困りのことが起きたときは、東芝ディスプレイ
機器ご相談センター (→裏表紙②)へお問い合わせ
ください。

● 5GHz 帯のW52、W53の電波を使用して、屋外で通
信しないでください。5GHz 帯のW52、W53の無線
設備を屋外で使用することは、法令で禁止されていま
す。屋外で本機の無線 LANを使用する場合は、5GHz
帯のW56を使用するか、または2.4GHz 帯をご使用
ください。

● 本機または無線 LANモジュール /Bluetooth モジュー
ルに記載されている周波数表示は、以下の内容を示し
ています。
• 無線LAN：

2.4  DS/OF  4

変調方式がDSSSとOFDM方式

2.4GHz 帯を使用 電波干渉距離
40m以下

全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を
回避可能であることを意味する。

• Bluetooth：

2.  4  FH  1

変調方式が FH-SS方式

2.4GHz 帯を使用 電波干渉距離
10m以下

全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を
回避不可であることを意味する。

● 本機の無線 LANは、以下の規格に対応しています。無
線 LANアクセスポイントも、この規格に対応した製品
をお使いください。

IEEE802.11b/g/n

IEEE802.11a/n

W52 W53 W56J52

規格 チャンネル 周波数帯
（中心周波数帯）

IEEE802.11
b/g/n

1～ 13
2.412～
2.472GHz

IEEE802.11
a/n

W52 36,40,44,48 5.18～5.24GHz
W53 52,56,60,64 5.26～5.32GHz

W56

100,104,108,
112,116,120,
124,128,132,
136,140

5.50～5.70GHz

※ 本機は従来の無線規格である J52には対応してい
ません。

● 無線 LANの性能や環境条件による影響など：
 無線 LANのデータ転送速度は、通信距離・障害物など
の環境条件、電子レンジ等の電波環境要素、ネットワー
クの使用状況などに影響されます。
• 本機はIEEE802.11a/b/g/nの規格に準拠していま
すが、すべての無線LAN機器との接続や通信を保証す
るものではありません。
• 5GHz帯に対応している無線LANアクセスポイント
をお使いの場合は、5GHz帯でのご使用をおすすめし
ます。

使用上のお願いとご注意　使用上のお願いとご注意　～最初に必ずお読みください～～最初に必ずお読みください～
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● 本機のBluetooth は、以下の規格に対応しています。
規格 ：Bluetooth Specification Ver.2.1+EDR
周波数帯 ：2.4GHz 帯

● Bluetooth について：
• 本機は、すべてのBluetooth対応機器との接続動作を確
認したものではありません。また、すべてのBluetooth
対応機器との動作を保証することはできません。
• 本機ではサポートしていないBluetoothプロファイ
ルがあります。

 無線LAN製品ご使用におけるセキュリティに関す
るご注意 
● 無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、
電波を利用してパソコン等と無線 LANアクセスポイン
ト間で情報のやり取りをするため、電波の届く範囲であ
れば自由に LAN接続ができるという利点があります。

 その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁等）
を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関
する設定をしていない場合、以下のような問題が発生
することがあります。
• 通信内容を盗み見られる
悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、
‒ IDやパスワードまたはクレジットカード番号等の個人
情報
‒ メールの内容
などの通信内容を盗み見られるおそれがあります。
• 不正に侵入される
悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワー
クにアクセスし、
‒ 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩）
‒ 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す
 （なりすまし）
‒ 傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）
‒ コンピュータウィルスなどを流しデータやシステム
を破壊する（破壊）
などの行為をされてしまうおそれがあります。

● 本来、無線 LAN製品は、セキュリティに関する仕組み
を持っていますので、その設定を行って製品を使用する
ことで、上記問題が発生する可能性は少なくなります。

 セキュリティの設定をしないで使用した場合の問題を
十分に理解した上で、お客様自身の判断と責任でセキュ
リティに関する設定を行い、製品を使用することをお
すすめします。

免責事項について

● 地震、雷などの自然災害、火災、第三者による行為、
その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その
他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、
当社はいっさい責任を負いません。

● 本機および本機に付属のソフトウェアの使用または使
用不能から生じた損害、逸失利益、および第三者から
のいかなる請求等について、当社はいっさい責任を負
いません。

● 本機に付属の各種説明書の記載内容を守らないことに
より生じた損害に関して、当社はいっさい責任を負い
ません。

● 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどとの意
図しない組み合わせによる誤動作やハングアップなど
から生じた損害に関して、当社はいっさい責任を負い
ません。

● 記憶装置（ハードディスク、内蔵フラッシュメモリなど）
に記録された内容は故障や障害の原因にかかわらず保
証いたしかねます。

本機を捨てるとき/人に譲るときのお願いとご注意

廃棄・譲渡する前に下記の実施をしてください。
1. お客様登録の削除について
• ホームページから削除する
東芝ID(TID)をお持ちの場合はこちらからお願いしま
す。
① インターネットで「http://toshibadirect.jp/
room1048/」へ接続する

② ページ右の［ログイン］をタップする
 ログイン画面が表示されます。
③ ［東芝ID(TID)］と［パスワード］に入力し、［ログイ
ン］ボタンをタップする

 マイページが表示されます。
④ ページ右下の［退会］をタップする
※ 退会ではなく、商品の削除のみのお客様は、マイ
ページの「登録済み商品一覧」で商品削除を行って
ください。

※ Room1048を退会されますと、「東芝ダイレクト」
での購入履歴やRoom1048会員限定サービスな
どもご利用いただけなくなりますので、あらかじ
めご了承ください。

• 電話で削除する
「東芝ID事務局（お客様情報変更）」までご連絡くださ
い。
・東芝ID事務局（お客様情報変更）
TEL ：0570-09-1048（ナビダイヤル）
受付時間 ：10:00～ 17:00
  （土・日、祝日、東芝特別休日を除く）
紹介しているホームページや電話番号は、お客様登録
の内容変更や削除に関するお問い合わせ窓口です。

2. 本機を購入時の状態に戻す。
廃棄 /譲渡前に、本機を初期化してください。
初期化を行わずに廃棄、譲渡をした場合、本機に保存・
記憶した情報が漏洩する可能性があります。

3. 捨てるときのお願い
本機は、回収・リサイクルの対象外です。
ご家庭から排出する場合は一般廃棄物扱いとなります
ので、各地方自治体の廃棄処理に関する条例または規
則に従ってください。

使用上のお願いとご注意　～最初に必ずお読みください～
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スタンドを使って 設置する

ご注意

• スタンドは、テーブルの上など、凹凸のない場所に置い
てください。
• 落下しないようにご注意ください。

1. 台座の溝にプレートを差し込む
 溝の中の凸部（A）に、プレートの凹部（B）をはめ込
みます。

(A)

(B) 台座

プレート

2. 台座とプレートをネジで固定する

3. 本体をスタンドに載せる
 本体の向きは横と縦が選べます。
 電源ランプが下側になるように設置してください。

ACアダプターを接続する

1. 本体とACアダプターを接続する
• 本体とACアダプターを直接接続するとき
電源コードをACアダプターに接続し（①）、本体背
面の電源コネクターにACアダプターを接続します
（②）。

①

②

電源コード

ACアダプター

• DC延長ケーブルを使用するとき
電源コードをACアダプターに接続し（①）、ACアダプ
ターにDC延長ケーブルを接続します（②）。
本体背面の電源コネクターにDC延長ケーブルを接続
します（③）。

DC延長ケーブル（付属品）

①

②

③

電源コード

ACアダプター

2. 電源プラグをコンセントに接続する

準備準備
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 電源を入れる

電源の「入」/ 「切」がある周辺機器を接続している場
合は、周辺機器の電源を入れたあとに本機の電源を入
れてください。

1. 本体背面の電源ボタンを押す
M
O
D
E

M
O
D
E

本機が起動します。
• 初めて本機を起動したときは、セットアップ画面が表示
されます。画面の指示にしたがってセットアップを行
なってください。（→右記「本機をセットアップする」）

 本機をセットアップする

本機をお買い上げ後または本機を初期化した後に最初に電
源を入れるとセットアップ画面が表示されます。画面に
従ってセットアップを行なってください。セットアップの
詳細は「操作マニュアル」をご覧ください。

セットアップの流れ
セットアップでは次の内容を設定します。設定項目によっ
てはセットアップ時は設定をスキップしてセットアップ終
了後に設定してください。
• セットアップが終わるとチュートリアルが始まります。
チュートリアルを終了してから本機をお使いください。

Google の位置情報サービスの確認

タイムゾーン /日付、時刻の確認

所有者の設定
• セットアップ時は設定をスキップします。セットアッ
プ終了後、必要に応じて設定してください。

チュートリアル

セットアップの完了

Google サービスの確認

無線 LAN（Wi-Fi）の設定
• セットアップ時は設定をスキップします。セットアッ
プ終了後、無線LANの設定とGoogleアカウントの設
定を行なってください。

表示する言語の確認

準備
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 お手入れ お手入れ
本体のお手入れの際のご注意

● ベンジン・アルコールなどは使わない
• ベンジン・アルコールなどの揮発性のもののほか、ア
セトンなどケトン類やキシレン、トルエンなどの溶剤
は使わないでください。本体や画面（液晶パネル）が
溶けたり、破損したりするおそれがあります。
• 中性洗剤は使用しないでください
• クレンザーなど、研磨剤が含まれた洗剤は使わないで
ください。表面が傷つきます。

● 化学ぞうきんやウェットタイプのクリーニングクロス /
クリーニングペーパーなどは使わない
• 含まれている成分によっては、本体や画面の表面が溶
けたり、破損したりするおそれがあります。

● 水やスプレータイプの洗剤などを直接かけない
• 洗剤などの液体が本機の内部に垂れたり、しみこんだ
りすると、故障の原因になります。

● ぬれた手でお手入れをしない
• ぬらした布などを絞ってお手入れをするときは、手に
ついた水滴をよくふき取ってください。水滴が本機
の内部に垂れたり、しみこんだりすると、故障の原因
になります。
• 機器の汚れは、柔らかくきれいな乾いた布でふき取っ
てください。汚れがひどいときは、水に浸した布を固
くしぼってからふきます。

画面のお手入れ

• 液晶ディスプレイは指紋やほこりがつきやすいので、い
つもきれいな状態でお使いください。
• 液晶ディスプレイの表面が汚れた場合は、柔らかくきれ
いな布で軽くふき取ってください。水や中性洗剤、揮発
性の有機溶剤、化学ぞうきんなどは使用しないでくださ
い。
• 無理な力の加わる扱いかた、使いかたをしないでくださ
い。
• 水滴などが長時間付着すると、変色やシミの原因になる
ので、すぐにふき取ってください。ふき取る際は、力を
入れないで軽く行ってください。
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困ったときは困ったときは
● 本機が正しく動作しないなどの症状があるときは、以降の記載内容から解決法をお調べください。
 本機に内蔵の「操作マニュアル」の「困ったときには」もご覧ください。
● 解決法の対処をしても症状が改善されない場合は、電源プラグをコンセントから抜き、東芝ディスプレイ機器ご相談
センターにご相談ください。

症状 確認すること・解決方法など

操
作

● 電源が入らない
● 電源を入れても、すぐに
切れてしまう

● 電源を入れても、画面が
表示されない

● 電源スイッチを押す時間が短いと電源が入らないことがあります。確実に電源
スイッチを押してください。

● AC アダプターと電源プラグがきちんと接続されているか、確認してください。
● 本機内部の温度が一定以上に達すると保護機能が働き、本機が自動的に停止し
ます。本機が熱くなっている場合は、涼しい場所に移動するなどして、本機の
内部温度が下がるのを待ってください。

● 本機からいったんACアダプターと周辺機器を取りはずし、再度接続し、電源
ボタンを押します。

リモコンで操作ができない ● リモコンと本機のリモコン受講部の間に障害物がないか確認してください。
● リモコンの乾電池が消耗している可能性があります。新しい乾電池に交換して
ください。

● リモコンの乾電池の向き（+/－）を確認し、正しく入れてください。
操作しても反応がない プラットフォームが処理をしている状態のため、操作を受け付けないときがありま

す。プラットフォームの処理が終わるまで待ってから操作してください。
使用中に突然電源が切れる 本機内部の温度が一定以上に達すると保護機能が働き、本機が自動的に停止します。

本機が熱くなっている場合は、涼しい場所に移動するなどして、本機の内部温度が
下がるのを待ってください。

本機が応答しない 電源プラグをコンセントから抜いてから電源を入れ直してください。（強制的に電
源を切ると、保存されていないデータは消失します。）

電源を入れ直してもトラブル
が解消しない

本機の購入後にアプリケーションを追加したり、周辺機器を接続してから、問題が
発生するようになった場合は、アプリケーションや周辺機器がプラットフォームに
影響している可能性があります。アプリケーションを削除するか、周辺機器を取り
はずしてください。
それでも解決できない場合は、初期化を実行してください。

表
示

画面が薄暗く、よく見えない 画面の明るさを調整してください。
画面が回転する /回転しない 画面の向きの設定を変更してください。（購入時は画面の向きに合わせて表示が回

転するように設定されています。）

そ
の
他

プラットフォームのアップ
デート中（更新中）にトラブ
ルが発生した

初期化を実行し、購入時の状態に戻してください。その後アップデートを実行して
ください。

● 本機に液体をこぼしてし
まった

● 異常なにおいや過熱に気
づいた

飲み物などの液体が内部に入ると、感電、本体の故障、作成データの消失などのお
それがあります。ただちに電源を切り、ACアダプターを取りはずしてください。

アプリケーションや周辺機器
が正常に動作しない

● アプリケーショントラブルの場合は、各アプリケーションのサポート窓口にお
問い合わせください。

● 周辺機器のトラブルの場合は、各周辺機器のサポート窓口にお問い合わせくだ
さい。
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 ライセンス /商標 ライセンス /商標
本書に掲載されている会社名およびサービス・製品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している
場合があります。
● Google、Google ロゴ、Android、Google Play、Google Play ロゴ、Google 音楽検索、Google 音楽検索ロ
ゴ、Google マップ、Google マップロゴ、Gmail、Gmail ロゴ、YouTube、YouTube ロゴ、Google Chrome、
Google Chrome ロゴ、Google カレンダー、Google カレンダーロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。

● Wi-Fi、Wi-Fi Protected Setup、WPA、WPA2 はWi-Fi Alliance の商標または登録商標です。
● この製品はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD 記号は
ドルビーラボラトリーズの商標です。

 

● HDMI、HDMI ロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC. の登録商標または
商標です。

● Windows 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。
 Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
● Evernote は、米 EVERNOTE社の登録商標です。
● Bluetooth は、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。
● DLNA®、DLNA認定ロゴはDigital Living Network Alliance の登録商標あるいは認定マークです。
 

お問い合わせお問い合わせ
本機にあらかじめ用意されているプラットフォーム、アプリケーションのお問い合わせ先を紹介しています。
各アプリケーションを使っていて困ったときは、以下のお問い合わせ先に連絡してください。
• お問い合わせ先の情報は2014年4月現在の内容です。各社の事情で、受付時間などが変更になる場合があります。

プラットフォームのお問い合わせ先

• プラットフォームに関する一般的な内容については、東芝ディスプレイ機器ご相談センターまでお問い合わせください。

 アプリケーションのお問い合わせ先

各アプリケーションのユーザー登録については、それぞれのお問い合わせ先までお問い合わせください。
Evernote
Evernote サポート
ホームページ ： http://evernote.com/intl/jp/contact/support/

ジョルテ
ジョルテオフィシャルサイト
ホームページ : http://www.jorte.net/

Flipboard
Flipboard サポート
ホームページ : http://flipboard.com/support

その他のアプリケーション
* 本製品を購入後に追加したアプリケーションに関しては、製造元各社へお問い合わせください。
東芝ディスプレイ機器ご相談センター
全国共通電話番号： 0120-51-1048（通話料・電話サポート料無料）
 おかけいただくと、ガイダンスが流れます。ガイダンスに従って操作してください。
 技術的な質問・お問い合わせは、ガイダンスの「1」をプッシュしてください。
 技術相談窓口 受付時間：9:00～ 18:00（年中無休）
 （電話番号はお間違えのないよう、ご確認の上おかけください。）

● お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、東芝ライフスタイル株式会社の
個人情報保護方針のページ（http://www.toshiba.co.jp/tha/privacy/index_j.htm）をご覧ください。
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 仕様 仕様
形名 TT300 TT301 TT302

プラットフォーム Android™ 4.2.1
プロセッサー ARM cortex A9 Dual core

動作周波数 1.0GHz
コア数 Dual Core

キャッシュメモリ 512KB L2 cache

メモリ
容量 1.5GB
仕様 DDR3-1600 SDRAM

表示機能
ディスプレイ タッチパネル付き24型フルHD TFT カラー液晶パネル
解像度 /表示色 1920× 1080ドット /1,677万色

入力装置
ポインティングデバイス 静電容量式マルチタッチパネル

ワンタッチ操作ボタン
電源ボタン (電源入 /切 )、音量+ボタン、音量－ボタン、
MODEボタン (Android モード /PCモニターモード )

補助記憶
装置

内蔵フラッシュメモリ 8GB 16GB 32GB

通信機能
無線 LAN IEEE802.11a/b/g/n 準拠
Bluetooth Bluetooth Specification Ver.2.1+EDR 準拠

サウンド
機能

スピーカー
40mm×20mm (2 個 )、

実用最大出力 2W + 2W ( 総合音声出力 4W) (JEITA)
マイク  ステレオマイク

インターフェース
●HDMI 端子×2
●USB端子×2

●USB(Mini) 端子×1
●ACアダプター端子×1

最大消費電力 44W
環境条件 温度 5℃～35℃　湿度 20%～80% ( 但し、結露がないこと )

外形寸法
横置き

本体のみ 幅 564mm × 高さ 336mm × 奥行き 25mm ( 最大 )
スタンド含む 幅 564mm × 高さ 341mm × 奥行き 170mm ( 最大 )

縦置き
本体のみ 幅 336mm × 高さ 564mm × 奥行き 25mm ( 最大 )
スタンド含む 幅 336mm × 高さ 565mm × 奥行き 170mm ( 最大 )

質量
本体のみ 3.9kg
スタンド含む 4.5kg

保証 1年

● 表示について
液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られており、微細な画素の集合で表示しています。99.99％以上の有効画素
があり、ごく一部（0.01％以下）に光らない画素や、常時点灯する画素などがありますが、故障ではありませんので、
ご了承ください。

● 残像防止について
長時間同じ画面を表示したままにしていると、画面表示を変えたときに前の画面表示が残ることがあります。この現
象を残像といいます。残像は、画面表示を変えることで除々に解消されますが、あまり長時間同じ画面を表示すると
画像が消えなくなりますので、同じ画面を長時間表示するような使いかたは避けてください。
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TD/O

ご使用
中　止

保証書 （別添） 補修用性能部品の保有期間

部品について

●本機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。
補修用性能部品とは、 その製品の機能を維持するために必要な部品です。●

●修理のために取りはずした部品は、 特段のお申し出がない場合は当社で
引き取らせていただきます。
修理の際、 当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。●

●

お買い上げ日
形　　　　名
品　　　　名

年　　　月　　　日
故 障 の 状 況

ご 　 住 　 所

お 　 名 　 前

できるだけ具体的に
付近の目印等もあわせてお知らせください。

電 話 番 号

■保証期間中は ■ご連絡いただきたい内容

■保証期間が過ぎているとき

■修理料金の仕組み

修理に関しては保証書をご覧ください。 保証書の規定に従って販
売店が修理させていただきます。

修理すれば使用できる場合には、 ご希望によって有料で修理させ
ていただきます。

技術料

部品代

故障した製品を正常に修復するための料金です。

修理に使用した部品代金です。

修理料金は、 技術料 ・ 部品代などで構成されています。

お 買 い 上 げ
店　　　　名 TEL（　　　）　　　　ー

修理を依頼されるときは～持込修理
「困ったときは」に従って調べていただき、 なお異常があるときは本体の電源を切り、 必ず電源プラグを抜いてから、 お買い上げの販売店
にご連絡ください。

●

おぼえのため、 ご購入年月日、 ご購入店名を記入しておくと便利です。

保証とアフターサービス

修理・お取り扱いについてご不明な点は

❷ 商品選びのご相談、お買い上げ後の基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご相談

必ずお読みください

ご使用の際
このような症状は
ありませんか？

このような場合、 故障や事故防止のため、 すぐに電源プラグ
をコンセントから抜いて、 必ずお買い上げの販売店に点検 ・ 
修理をご相談ください。
ご自分での修理は危険ですので、 絶対にしないでください。

●電源を入れても映像や音が出ない。
●映像が時々、 消えることがある。
●変なにおいがしたり、 煙が出たりする。
●電源を切っても、 映像や音が消えない。
●内部に水や異物がはいった。

0120-51-1048

❶ 基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご確認

「東芝ディスプレイ機器ご相談センター」

お買い上げの販売店にご相談ください。

【受付時間】 365日／9:00～18:00

廃棄時にご注意願います
●本製品は、回収・リサイクルの対象外です。ご家庭から排出する場合は一般廃棄物扱いとなりますので、各地方自治体の廃棄処理に関する
条例または規則に従ってください。

（通話料：無料）

ホームページの＜お客様サポート＞に、ご確認いただきたい情報を掲載しておりますので、ご覧ください。

メモ 形名 製造番号

販売店にご相談ができない場合は、上記の「東芝ディスプレイ機器ご相談センター」にご相談ください。

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修
理やご相談への回答、カタログ発送などの情
報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する株
式会社東芝を含む東芝グループ会社や協力会
社にお客様の個人情報を提供する場合があり
ます。

形名と製造番号は、保証書および本体背面に表示されています。

www.toshiba.co.jp/vs/dd
※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。 その場合は、 お手数ですが、 東芝総合ホームページ （www.toshiba.co.jp/） をご参照ください。

保証書は、 必ず 「お買い上げ日 ・ 販売店名」 等の記入をお確か
めのうえ、 販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの
あと、 たいせつに保管してください。

●保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき無料修理となります。
無償商品交換ではありません。

Shared Board
TT300、TT301、TT302

C TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION 2014

VX1A00311100
〒１９８－８７１０　東京都青梅市末広町２－９ 

※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。
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