
取扱説明書
32型 HDアンドロイドモニターテレビ
43型 UHDアンドロイドモニターテレビ

品 番K3200HSG-E
K4300USG-E

このたびはアンドロイドモニターテレビ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。
本製品には地上波・BS・CSのチューナーは付いていません。
本製品で有料のチャンネルをご視聴するときは、別途配信会社との契約が必要です。
※本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
お読みになったあとは大切に保管してください。
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高圧注意
（アンドロイドモニターテレビ
背面に表示）

アンドロイドモニターテレビ

重いものをのせたり、電源コードがアンドロイドモニ
ターテレビの下敷きになったりしないようにしてくださ
い。







本機は資源の有効な利用の促進に関する法律に定
められている製品です。お住まいの自治体に問い
合わせていただき、正しい破棄をしてください。 



付属品を確認する

スタンドの取り付け

ご購入のパッケージ内には、以下のものが含まれています。すべて入っているかご確認ください。

本 体 スタンドベース×2

取扱説明書×1
保証書×1 ※取扱説明書の最終ページ

電源ケーブル×1

台
スタンドベース

やわらかい布
（毛布など）

K3200HSG-E/K4300USG-E

ご使用の前にスタンドを取り付けてください。
本体にスタンドを取り付ける際は、右の図を参照
し、正しく取り付けてください。

リモコン×1
単 4形乾電池×2

固定用ネジ（4本）

テーブルなどの台の上に毛布などの柔らか
い布を敷き、その上に液晶画面を下向きにし
て本機を置く

・液晶パネルを傷つけないよう取り扱いにご注意く
　ださい。

1

スタンドベースを本体の穴の位置に合わせ、
付属のネジ4本で固定する

2

ご注意



各部の名称（本体）

本体前面

①

②④ ④③

① 液晶画面

② リモコン受光部

③ 電源ランプ

④ スタンド

K3200HSG-E
（K4300USG-Eも同様）

本体左側面

K4300USG-EK3200HSG-E

①

③
④
⑤
⑥
⑦

②

③
④
⑤
⑥
⑦

①

②

① USB1・2端子

② HDMI 端子

③ コンポジット（音声右）

④ コンポジット（音声左）

⑤ コンポジット（映像）

⑥ 光デジタル音声出力端子

⑦ 有線 LAN端子

※コンポジット＝AV入力端子

※

※

※



各部の名称（本体）

本体底面本体右側面

K3200HSG-E
（K4300USG-Eも同様）

K3200HSG-E
（K4300USG-Eも同様）

電源ケーブル差込口

多機能ボタン

本体底面のボタンは多機能ボタンです。押すこ
とでいくつかの操作を行うことができます。

※ユーザーインターフェース（以下 U I）

ボタンを短く押すと、ボタン機能の U Iがパ
ネルに表示されます。
何も操作しない場合、ボタン機能U Iは10 秒
後に消えます。
ボタンの機能は次の通りです。電源オフ / 音
量+/音量－/入力切換 /終了
ボタン機能 U Iが表示されている時にボタン
を短く押すと、上記の5つの機能が順番に選
択されます。
この時にボタンを長押しをすることで選択が
確定します。

●

●

●

●

音量＋　音量－
長押しするとシステムの音量バーが表示され
ます。音量バーが消える前にボタンを押し続
けることで、音量を上げたり下げたりするこ
とができます。

2

電源オフ
長押しするとスタンバイ状態になります。

1

終了
長押しすることで、ボタン機能 U Iが終了し
ます。

4

入力切換
長押しするとボタン機能 U Iが消え、入力切
換メニューが表示されます。入力切換メ
ニューが消える前にボタンを短く押すと、入
力切換メニューの入力信号が順番に切り替わ
ります。長押しすると選択した入力信号に切
り替わります。

3

1 2 3 4

【多機能ボタン】画面



各部の名称（リモコン）

1

7 8

54

2

11

3

9

10

25

26

12

13 14

16 17

18 19

20

21

22

15

6

23

27

1 電源ボタン
アンドロイドモニターテレビの電源を入れ
たり、切ったりします。

2 消音ボタン
音声を一時的に消します。もう一度押すと消
音を解除します。

3 数字ボタン
数字を入力します。

4 EPGボタン
対応するアプリの機能ボタンとして使用し
ます。

5 -/-- ボタン
対応するアプリの機能ボタンとして使用し
ます。

6 INFOボタン
現在の情報を表示します。

7 音量+ /－ボタン
音量を大きくしたり、小さくしたりします。

8 チャンネル + /－ボタン
対応するアプリの機能ボタンとして使用し
ます。

9 ホームボタン
トップメニュー画面を表示します。

10 設定ボタン
設定メニュー画面を表示します。

12 決定ボタン
選択した項目を決定します。

▲▼◀▶ボタン
カーソルを移動したり、項目を選択します。

13 戻るボタン
 1 つ前の画面に戻ります。

14 終了ボタン
メニュー画面、入力切換、画面表示等を消し
たいときに押します。

11 入力切換ボタン
入力ソースを切り替えます。入力切換ボタン
を押すたびに、入力が切り換わります。

24



16 NETFLIX
NETFLIX を開きます。

17 YouTube
YouTube を開きます。

18 Prime Video
Prime Video を開きます。

19 Google Play
Google Play を開きます。

20 カラーボタン
対応するアプリの機能ボタンとして使用し
ます。

21 再生／一時停止ボタン
データの再生／一時停止を行います。

各部の名称（リモコン）

22 停止ボタン
再生中のデータを停止します。

23 早戻しボタン
再生中のデータの早戻しをします。

24 早送りボタン
再生中のデータの早送りをします。

25 CCボタン
字幕表示の切り替えをします。

26 AUDIOボタン
対応するアプリの機能ボタンとして使用し
ます。

27 USBボタン
マルチメディアプレーヤーが起動します。

一部のアプリケーションではサポート（機能 )しないボタンがあります。※

15 Google アシスタントボタン
Google アシスタントを呼び出すことがで
きます。



リモコンの準備と使い方

リモコン裏側の電池ケースカバーを外す
ツメの部分を押してスライドしてください

・新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わないでく
　ださい。新しい乾電池の寿命が短くなります。
　古い乾電池から化学液が漏れることがあり、火災
　やけがの原因になります。
・乾電池の入れ方が正しくないとリモコンの故障の
　原因になり、火災につながる恐れがあります。

1

乾電池の「＋」、「－」極の方向に注意して、電
池ボックスに乾電池を入れる

2

電池ケースカバーを元に戻す3

ご注意

・乾電池は正しい電極の向きで入れてください。
・乾電池の廃棄は、自治体の条例または規則に従っ
　てください。
・長時間リモコンを使用しない場合は、乾電池を取
　りはずし、正しく保管してください。

お願い

・本体とリモコン受光部の間に物を置かないでくだ
　さい。

お願い

◆リモコンで操作できる範囲
本体前面のリモコン受光部の正面から約 8m 左
右30°の範囲でお使いください。

30°30°



使用を開始するための準備

本機ではインターネット動画を楽しんだり、見た
いコンテンツを探したりすることができます。
テレビのセットアップ方法によって、以下の使い
方ができます。

Google アカウントでログインしてセットアッ
プする
インターネットにつなぎ、Google アカウントで
ログインすると、お好みのアプリをインストール
してインターネット動画を楽しんだり、音声で見
たいコンテンツを検索したりできます。

Google アカウントでログインせずにセット
アップする
Google アカウントがなくても DVD レコー
ダーやデジタルカメラなどの機器をつなぐこと
ができます。

Google アカウントの作成
お知らせ：Google アカウントは事前に取得 (作
成 ) をすることができます。
※詳しくは https://support.google.com/ を
ご覧ください。

本体背面の AC 電源端子に電源ケーブルを
差し込む

• 本書ではインターネットにつないで、Google アカ
　ウントを使ってログインしたときに使える機能や
　操作方法を説明しています。

1

電源プラグをコンセントに差し込む2

電源ランプが赤く点灯する。3

リモコンの電源ボタンまたは本体底面の多
機能ボタンを押す

4
ご注意

電源が入り、本体前面の電源ランプが消灯しま
す。画面が表示されるまでにしばらく時間がか
かります。
※長期間ご使用になられない場合を除き、リモ
コンで電源の「入」「切」操作を行っていただき
ますようお願い致します。

画面に言語設定が表示されます。5
カーソルを日本語に合わせて [ 決定 ] ボタンを
押します。

Android スマートフォンで Android TV を
セットアップします。

6
※クイックセットアップを行うには、あらかじ
めGoogle アカウントが必要です。
※Google アカウントの作成方法については、
https://support.google.com/をご覧くださ
い。
※Googleアカウントの作成はあとからでも行
えます。
※スキップするとネットワークの設定へ移動
します。

電源を入れる



・アルファベットは大文字と小文字で区別されます。

ご注意

ネットワークの接続7
本製品は Wi-Fi 接続とイーサネット（有線
LAN）で接続が行えます。

●イーサネット（有線 LAN）の接続
1 .Wi-Fi ネットワークの選択で「イーサネット
を使用」を選択します。
2. 本体の「有線 LAN」端子に LANケーブルを
接続します。
3.「インターネットに接続しました」と表示さ
れます。
お知らせ：インターネットの接続を「スキップ
」して、あとで設定することもできます。

●Wi-Fi の接続
1.Wi-Fi ネットワークの選択でSSID が表示さ
れたら使用するSSIDを選択します。
2. バスワード ( 暗号化キー ) の 入力を画面下
のキーボードを使用して入力します。

カーソルをリモコンの『方向ボタン』と『決定』
ボタンで 選択し、入力が終わったら「 」まで
カーソルを移動して「決定」ボタンを押します。
※数字はリモコンの『数字ボタン』が使用でき
ます。

使用を開始するための準備

リモコンと本製品のペアリング

初回セットアップの時に画面に表示される手順
に従って、リモコンとペアリングを行います。
リモコン受光部に向けずに [戻る ] ボタンと [音
量－] ボタンを同時に3秒間押します。

「ペアリングが完了しました。」と表示されたら成
功です。

・「スキップ」を選択すると音声検索等、一部の機能
　が使用できなくなります。あとからペアリング設
　定を行うこともできます。

ご注意



Google アシスタント
音声入力　  もしくはキーボード入力　　
ができます。
リモコンの　　ボタンを押すことでリモ
コンのマイク　  から音声入力することが
できます。

1

基本の操作

ホーム画面

アイコンの説明は以下の通りです。

ネットワークとインターネット
Wi-Fi、イーサーネット他、ネットワークの
設定ができます。

各種アプリケーション
インストールされているアプリケーショ
ンが表示されます。
※アプリケーションは追加／削除／順序
が変更できます。

入力切換
Composit、HDMI1、HDMI2、HDMI3、
Android TV Home 画面から選択できま
す。
※インチサイズによってはHDMI4も選択
できます。

3

通知
通知がある場合に表示されます（数字は通
知の数を表します）。通知内容を見るには、
ホームメニューから「②」などの数字を選
ぶと、通知の内容が表示されます。

2

4

各種設定
※詳細はP16～20を参照してください。

5

現在時刻6

7

7

1 3 42 5 6



各種設定

基本の操作

Parental Control
情報通信機器を保護者が管理・制限する
機能です。

2

ネットワークとインターネット
ネットワークの変更ができます。

1

アカウントとログイン
現在のアカウントを表示します。アカウント
の変更、追加、削除が行えます。

3

アプリ
登録されているアプリケーションを表示しま
す。

4

デバイス設定
端末の詳細設定ができます。

5

リモコンとアクセサリ
Bluetooth ( ブルートウース ) デバイスをベ
アリンクできます。

6

1

2

3

4

5

6

【設定】画面

端末情報1

-11

【デバイス設定】画面

システムアップデート : ソフトウェアの
アップデートをします。

-21 端末名 : 本製品の端末名の表示・変更がで
きます。

-31 出荷時設定にリセットができます。

-41 ステータス : 端末情報を表示します。

-51 法的情報 : 規約やライセンス情報を表示し
ます。

-61 モデル : 本製品のモデル名です。

-71 バージョン : 本製品のバージョンです。

-81 ソフトウェアバージョン : 本製品のソフト
ウェアバージョンです。

-91 Netflix ESN : Netflix の端末番号です。

-101 Android セキュリティバッチレベル : 安
全性を向上するためのの更新日です。

-111 カーネルバージョン: Android OSのコア
バージョンです。

-121 ビルド : ビルドの更新情報と更新日です。

日付と時刻2

-12 日付と時刻の自動設定：ネットワークから
提供された時刻を使用する」を選択すると、
ネットワーク経由で日付、時刻が取得でき
ます。

-22 「OFF」に設定すると手動で日付・時間の
変更できます。

○○○○○○○○

○○○○○○○○



各種設定

基本の操作

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

-32 タイムゾーンの設定：「東京」を選択して
ください。

-42 24時間表示の使用：時刻を24時間表示、
もしくは12時間表示に変更できます。

タイマー3

-13 電源ONのスケジュール：「OFF」、「ON」、
「1回」から選択します。

-23 自動的に電源をONにする：「電源ONのス
ケジュール」を「ON」または「1回」にする
と設定ができます。

-33 電源を OFF にする時刻の種類：「OFF」
「ON」「1回」から選択します。

-43 自動的に電源をOFFにする時刻：OFFにす
る時刻を設定します。

言語4

本製品の言語の設定、変更ができます。

キーボード5

キーボードの設定ができます。初期設定は
「Gboard」です。

入力6

外部入力機器の設定ができます。

電源7

-17 スリープタイマー：画面表示の時間を設定
できます。

-27 画像 OFF：選択すると画像が消えます。
リモコンのキー（「音量」以外のボタン）を
押すと画面表示されます。

-37 スイッチOFFタイマー：本製品の電源を
OFFにする時間が設定できます。

-47 信号がない場合は自動的に電源をOFF：信
号がないときに自動で電源を切る設定で
す。

-57 自動スリープ：指定時間に自動でスリープ
します。



各種設定

基本の操作

画像8

-18 画像モード :「ユーザー」「標準」「ビビッ
ド」「スポーツ」「映画」「ゲーム」「省エネ
」から選択します。

-28 バックライト : バックライトの設定です。
0 ～ 100の間で調整できます。

-38 明るさ : 明るさの設定です。0～ 100の間
で調整できます。

-48 コントラスト : コントラストの設定です。
100の間で調整できます。

-58 彩度 : 彩度の設定です。～100の間で調整
できます。

-68 色調 : 色調の設定です。－50～ +50の間
で調整できます。

-78 シャープネス : シャープネスの設定です。
0～20の間で調整できます。

-88 ガンマ : ガンマの設定です。「暗」「中」「明
」から選択します。

-98 色温度 :「ユーザー」、「寒色」、「標準」、「暖
色」から選択できます。
赤ゲイン、緑ゲイン、青ゲインは－100～ 
+100の間で調整できます。

-108 高性能動画：DNR「OFF」、「低」、「中」、「強」、
「自動」から選択します。
MPEG NR：「OFF」、「低」、「中」、「強」か
ら選択します。
最大ビビット：「オフ」、「オン」から選択
します。
Adaptive Luma：「OFF」、「低」、「中」、「強
」から選択します。
ローカルコントラストの制御：「OFF」、「低
」、「中」、「高」から選択します。
肌色のトーン：「OFF」、「低」、「中」、「高
」から選択します。
DI フィルムモード：設定はありません。

-118 カラーチューナー：「色調」、「彩度」、「明
るさ」、「オフセット」、「ゲイン」が調整で
きます。

-128 11ポイントホワイトバランス：「有効」、「無
効」から選択できます。※有効にした場合
は、「ゲイン」、「RGB」の設定ができます。

-138 デフォルトに戻す：初期設定に戻します。

サウンド9

ブルーストレッチ：「オン」、「オフ」に選
択できます。
ゲームモード：「オン」、「オフ」に選択で
きます。
※HDMI入力時、機能が有効となります。
※ALLMが有効の場合、ゲームモードは無
効となります。
ALLM：「オン」、「オフ」に選択できます。
※HDMI入力時、機能が有効となります。
※ALLMはインチによっては表示されませ
ん。
PC モード：「オン」、「オフ」に選択でき
ます。
※HDMI 入力時機能が有効になります。
HDMI RGB レンジ：「自動」、「フル」、「制
限」から選択します。
※HDMI 入力時機能が有効になります。
ローブルーライト：「OFF」、「低」、「中」、「高」
から選択します。

-19 システム音：「オン」、「オフ」に選択でき
ます。

-29 サウンドスタイル：「ユーザー」、「標準」、「ビ
ビット」、「スポーツ」、「映画」、「音楽」、
「ニュース」に選択できます。

-39 バランス：左右の音声出力のバランスを調
整します。設定値が小さいほど左側を、設
定値が大きいほど右側を強調します。

-49 低音：設定値が小さいほど低音を弱め、設
定値が大きいほど低音を強調します。



ストレージ
端末のストレージ情報を表示します。

10

販売店モード
通常は「OFF」にします。

12

Googlee アシスタント
Google アシスタントの設定です。

13

ホーム画面
ホーム画面：「チャンネル」、「アプリ」、「オー
プンソースライセンス」、の設定、表示ができ
ます。

11

各種設定

基本の操作

位置情報
位置情報を設定します。

省エネツール
「画面をOFFにする時間」を設定できます。

16

使用状況と診断
使用状況データと診断情報の送信を設定しま
す。

17

ユーザー補助
字幕、テキスト読み上げ等を設定します。

18

再起動
本製品の再起動をします。

19

20

Chromecast built-in
内蔵されているChromecastの詳細表示です。

14

スクリーンセーバー
「背景」、「起動までの時間」、「端末をスリープ
状態にする」、「今すぐ起動」を設定します。

15

-59 高音：設定値が小さいほど高音を弱め、設
定値が大きいほど高音を強調します。

-69 サウンドサラウンド：ステレオ音声を、自
然な広がり感を持ったサラウンドで再生す
る機能です。「オン」、「オフ」で切り替え
ます。

-79 イコライザーの詳細
※サウンドスタイルをユーザーに選択した
場合、有効になります。

-89 スピーカーの遅延：Bluetooth スピーカー
接続時、音の遅延を調整します。

-99 デジタル出力：光デジタル音声出力端子や、
HDMI 入力端子から出力する音声信号を
設定します。「自動」、「PCM」、「ドルビー
デジタルプラス」、「ドルビーデジタル」か
ら選択できます。

-109 デジタル出力の遅延：HDMI 接続時、出
力の遅延を調整します。

-119 音量の自動調整：「オン」、「オフ」から選
択します。

-129 ダイナミックスモード：「ステレオ」、「サ
ラウンド」から選択します。

-139 デフォルトに戻す：サウンドの調整を出荷
時の状態に戻します。



各種設定

基本の操作

アクセサリを追加

Bluetooth（ブルートウース）デバイスをぺアリ
ングします。

1

1. 「HOMEボタン」を押します。

2. 「アプリ表示列」で「▶ボタン」を押して「+」まで移動し
　 て「決定ボタン」を押します。

3. 「アプリの選択」から追加したいアプリを選択して「決
　 定ボタン」を押すと「お気に入りのアプリ」欄に追加さ
　 れます。

-11

【リモコンとアクセサリ】画面

アプリの追加

HOME画面にアプリケーションの追加をします。

「アクセサリを追加」を選択します。

-21 接続したいデバイスをベア設定モードにし
て本製品の近くに設置してください。
※キーボード、マウス、スピーカー等の
Bluetooth デバイス製品
【注意】すべての Bluetooth 機器の接続を
保証するものではございません。

-31 接続機器が見つかると右側画面に接続機器
名が表示されます。

-41 接続機器名が表示されたら「決定」ボタン
を押して接続します。

ペアリング済みの機器が表示されます。2

1

2 ○○○○○○○

×××××××

接続機器名

アプリ表示例



メディアプレーヤーの再生

基本の操作

本製品はUSBメモリ内の動画、写真、音楽が再
生できます。
※一部サポートされていないファイルがありま
　す。すべての再生を保証するものではありま
　せん。

1. 本体のUSB端子にUSBメモリを接続します。

2. 画面に右図が表示されます。
　 「USB メディアデバイスが検出されました。
　 このドライブにあるデジタルメディアのファ
　 イルを今すぐ閲覧しますか？」と表示された
　 ら視聴したい「動画」「写真」「音楽」から選 
　 択します。

3. 画面上にフォルダまたはファイルが表示され
　 ますので、選択後に「決定ボタン」を押して
　 ください
　 再生を開始します。

○○○○○○ ○○○○○○



外部入力の再生

基本の操作

本製品は外部入力機器から再生できます。

2. 基本操作は接続機器に従ってください。

1. リモコンの『入力切換ボタン』を押して接続さ
　 れている端子名を選択します。
　 ・Camponent → 赤・白・黄端子のAV接続 
　 機器です。
　 ・HDMI1→HDMI 続機器です。(ARC＆CES
　 対応 )
　 ・HDDM2～3 → HDMI 接続機器です。
　 ※インチによってはHDMI4があります。

ソース : 入力切換ができます。→ P15ページ
参照

1

画像 : 画像の調整ができます。→ P18ページ
参照
※表示モード：下記のモードに設定ができま
す。「自動」、「スーパーズーム」、「4：3」、「映画
(14：9に拡大 )」、「映画 (14：9に拡大 )」、「ワ
イドスクリーン」、「フル」、「未調整」

2

ソース、画像、サウンド、電源、詳細オプション、
設定などの設定ができます。
1. 外部機器を接続したらリモコンの「設定」ボ
　 タンを押します。
2.「テレビのオプション」が表示されますので
　 以下の通り設定ができます。

【テレビのオプション】画面

サウンド：サウンドの調整ができます。→ 
P18～19ページ参照

3

電源：電源関連の設定ができます。→ P17
ページ参照

4

設定：各種設定ができます。→ P16～20
ページ参照

6

詳細オプション：ブルーミュートの「オン」、
「オフ」ができます。
※信号がない時に画面をブルースクリーンに
します。

5

1

32 4 5 6



故障かな？と思ったら

リモコンと本機の間に遮蔽物がありませんか？
遮蔽物を取り除いてください。



故障かな？と思ったら



主な仕様

◆ リモコン（RC-025）

電源 DC 3V（単4形乾電池×2）

質量  

リモコン操作距離 約8 m（ただし直進）

＊ 製品仕様は予告なく変更されることがあります。

年間消費電力とは：省エネルギー法に基づいて型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での
平均視聴時間を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。
このアンドロイドディスプレイテレビをご使用できるのは、日本国内のみで外国では使用できません。

◆   32型／43型 アンドロイドモニターテレビ

型名 K4300USG-EK3200HSG-E

ル
ネ
パ
晶
液

バックライト

画素数（水平×垂直）
応答速度 6.5ms   8.0ms   
視野角
コントラスト比

電源
定格消費電力
待機時消費電力
年間消費電力量
音声出力

子
端
力
出
・
力
入

コンポーネント端子 

USB×2
HDMI端子

光音声デジタル端子
使用条件

外形寸法 幅
高さ（スタンド含む）
奥行き（スタンド含む）

本体質量

3000：13000：1

90W56W

82kWh/ 年54kWh/ 年

954.9mm
553.3mm（600.3mm）
78.1mm（237.2mm）
6.1kg

719.5mm
417.6mm（422.7mm）
74.8mm（205mm）
3.5kg

付属品

直下型 LEDバックライト

1366×768

左右178°/上下178°（標準値） 左右178°/上下178°（標準値）

AC100V～ 50/60Hz 共有

0.5W

8W+8W

映像：1V(p-p),75Ω,負同期　音声：500mV(ms),22kΩ以上(インピーダンス) 
各種メディア対応

HDMI1/HDMI2/HDMI3

 
対応入力解像度：

 
480i,480p,576i,

 

576p,720p,1080i,1080p
 

SPDIF
 

使用周囲温度 :0℃～35℃、使用周囲湿度 :20%～80% 
（結露のないこと）

スタンド一式、ネジ4本、リモコン1個、単4形乾電池2個、 
取扱説明書1部

3840×2160

対応入力解像度：ver.1.4
（HDMI1のみARC機能対応）

HDMI1/HDMI2/HDMI3/HDMI4

 
対応入力解像度：

 
480i,480p,576i,

576p,720p,1080i,1080p,2160p
 

対応入力解像度：ver.2.0
（HDMI1のみARC機能対応）

OS
Coreteｘ- A55 1500MHzCPU

メモリ（RAM/ROM）

Android TV™ Version11

1GByte / 8GByte 2GByte / 8GByte

Coreteｘ- A53 1550MHz

LAN端子 10/100Mbps

Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n IEEE802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth Version 5.0 Version 5.0

シ
ス
テ
ム

約90 g（乾電池を含まない）



保証書とアフターサービス

●Google、Google Play、Android TV、Chromecast 
　built-in、およびその他のマークは、Google LLCの
　商標です。
●Google アシスタントは、一部の言語や国ではご利
　用いただけません。 サービスの提供状況は、国や言語
　によって異なります。
●Amazon、Amazonプライムおよびこれらに関連す
　るすべての商標は、©2021 Amazon.com, Inc. ま
　たはその関連会社の商標です。Amazon.com,Inc. ま
　たはその関連会社が提供します。
　Amazon プライム会員またはプライムビデオの料金
　がかかります。詳しくはprimevideo.com/termsを
　ご覧ください。 
●テレビデバイスのコンテンツおよびサービスへのア
　クセスは、予告なく変更されることがあります。
●Netflix 視聴プランのメンバーシップが必要です。　
　UHD 4Kのご利用は、視聴プラン、インターネット契
　約内容、デバイス機能、利用可能なコンテンツによっ
　て異なります。詳細は Netflix.com/TermsOfUse
　をご覧ください。





16)離島または離島に準ずる遠隔地へ出張修理を行なう場合の出張に要する実費及び高所（床から機器の中心までが1.7mを超える場合）付けに要する実費。

保　証　規　定

K3200HSG-E
K4300USG-E

アンドロイドモニターテレビ 保証書


