
　はじめてガイド【準備編】

ごあいさつ
このたびは、PHOTO-U TV（以下、「本製品」または「PHOTO-U TV」と表記します）をお買い上げいただき、誠にありがとうござ
いました。
ご使用の前に、『はじめてガイド【準備編】／【テレビ操作編】／【auサービス編】』および『ご利用にあたっての注意事項』 『ACア
ダプタ（ZTS11PQA）取扱説明書』『リモコン（ZTS11RWA）取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みに
なった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
『はじめてガイド【準備編】』（本書）では、本製品をお使いになるための準備や、本体各部の名称と機能などについてのみ説明して
おります。
本製品の取扱説明書として、同梱の『はじめてガイド【準備編】／【テレビ操作編】／【auサービス編】』および『ご利用にあたっての
注意事項』、『ACアダプタ（ZTS11PQA）取扱説明書』、『リモコン（ZTS11RWA）取扱説明書』、auホームページで提供の『取扱
説明書（詳細版）』をご用意しております。また、本書ではこれらを総称して『取扱説明書』と表記します。
• 『取扱説明書』のPDFファイルは、auホームページからダウンロードできます。
http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/

免責事項および安全上のご注意
本製品をご利用になる前に、『ご利用にあたっての注意事項』または『取扱説明書（詳細版）』の「免責事項について」および「安全上
のご注意（必ずお守りください）」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

本製品をご利用いただくにあたって
• サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル・地下など）では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信で
きないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご
了承ください。
• 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください（ただし、
CDMA方式は通信上の高い秘匿機能を備えております）。
• 本製品は国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません（This product is designed for use 
in Japan only and cannot be used in any other country.）。
• 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があり、その際にはお使いの本製品を一時的に検
査のためご提供いただく場合がございます。
• 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
• お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

箱の中身をご確認ください
※ 本体や付属品を梱包箱から取り出したり、戻す際に手や指などを傷付けないようにご注意ください。
 ● PHOTO-U TV本体  ●スタンド  ●リモコン※

 ●はじめてガイド【準備編】（本書）／【テレビ操作編】／
【auサービス編】
 ●ご利用にあたっての注意事項
 ●ACアダプタ（ZTS11PQA）取扱説明書
 ●リモコン（ZTS11RWA）取扱説明書
 ●保証書（本体／ACアダプタ／リモコン）
 ●ボタン電池（試供品）

※  ACアダプタ、リモコンは、防水／防塵性能を有しておりません。

 ● ACアダプタ※

1. 各部の名称と機能
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※ 本製品のディスプレイは、タッチパネルではありません。
専用リモコンまたはディスプレイ下のタッチボタンで操
作してください。
※ 本書では、主に本体のタッチボタンで操作説明をしており
ますが、リモコンの対応するボタンでも同様に操作できま
す。
※ リモコン各部の名称と機能については、『はじめてガイド
【テレビ操作編】』をご覧ください。

a ディスプレイ
b リモコン受光部
リモコンのリモコン発光部をこちらに向けて操作してく
ださい。

c 人感センサー
本製品の前に人がいないか感知して、自動的にディスプ
レイを消灯・点灯することができます（フォト機能、番組
表、天気予報、設定画面の利用中に動作します）。

d tTV切替ボタン
機能切替メニューを表示します。

e mメニューボタン
各画面でメニューを表示／非表示にします。

f udlr方向ボタン
メニュー項目などのカーソルを上下左右に移動します。
ud：テレビ視聴中／動画再生中は音量を調節します。
lr：テレビ視聴中はチャンネルを切り替えます。動画
再生中は巻き戻し／早送りをします。

g b戻るボタン
操作中の前の画面に戻ります。

h o決定ボタン
選択中の項目などを決定します。
テレビ視聴中はチャンネル／番組一覧を表示します。動
画再生中は再生／一時停止します。

i ステレオスピーカー
j 電源ランプ
緑色に点灯（充電中は点滅）：電源が入っている状態
オレンジ色に点灯（充電中は点滅）：ディスプレイが消灯
している状態
消灯（充電中はオレンジ色に点滅）：電源が切れている状
態

k 明るさセンサー
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内蔵
アンテナ部※1

Wi-Fi®
アンテナ部※1

※ 電池は本体に内蔵されており、お客様による取り外しはで
きません。

l テレビアンテナ
m 外部テレビアンテナ差込口
外部テレビアンテナ（市販品）を接続できます。

n メンテナンス専用端子
本製品の補修や調整時に使用します。お客様がお使いに
なることはできません。

o イヤホン差込口
p メモリカードスロット

q 主電源ボタン
ディスプレイを点灯／消灯（電源は入ったままです）し
ます。
2秒以上押すと、電源を入／切します。

r 電源コネクタ差込口
ACアダプタを接続します。

s セキュリティ用ワイヤー差込口
セキュリティ用ワイヤー（市販品）を取り付けることが
できます。取り付け方法はワイヤーに付属の取扱説明書
をご参照ください。

t スタンド差込口
u 防水カバー
防水カバーを開く場合は、防水カバーを手前に引き
（a）、上に持ち上げて開きます（b）。

a b

防水カバーを閉じる場合は、閉じた後、本体側にしっか
りと押し込んでください。
※ 本製品は防水カバーをしっかり閉じた状態でのみ防
水／防塵性能を発揮します。

※1 アンテナは内蔵されています。アンテナ部付近を手
でおおうと通信品質に影響を及ぼす場合がありま
す。

2. 本製品を準備する
スタンドをセットする
※ 本製品は、安定した場所に横向きに置いて使用してください。横向き以外に置いた場合は、転倒・落下・破損の原因となります。

a 本体背面のスタンド差込口に対してまっすぐ
に付属のスタンドを差し込む（a）

b
a

b スタンドを右回りに回して固定されるまで
しっかりとねじ込む（b）

c 本製品を横向きに設置する
※ スタンドをセットした状態で、強く押したりしないでください。破損などの原因
となります。

内蔵電池を充電する
a 付属のACアダプタの電源コネクタを、本体背面の電源コネクタ差込口に差し込む（a）

b ACアダプタの電源プラグを、家庭用コンセントに差し込む（b）

電源コネクタ

電源プラグ
a

bACアダプタ

内蔵電池が満充電されていないときは、充電が開始されます。

※ 電池レベルが表示されていない場合は、mなどを
タッチすると表示されます。
※ 電源が切れている状態で充電を開始すると充電中を
示すアニメーションが表示され、自動的に消えます。

電池レベル
：充電完了
：充電中
：要充電

MEMO
◎  付属のACアダプタは、防水／防塵性能を有しておりません。本製品を水がかかる場所などで使用する場合
は、内蔵電池を十分に充電し、ACアダプタを取り外してご使用ください。

リモコンの準備

a リモコン背面下部の電池ホルダの左側をaの方向に
押しながらbの方向に引き出す

a

b

電池ホルダ

c

b 同梱されているボタン電池（試供品）の「＋」面を上に
して電池ホルダに取り付ける

c 電池ホルダを固定されるまでリモコン本体にまっす
ぐに差し込む（c）
※ 同梱されているボタン電池は動作確認用の試供品です。お
早めに新しいボタン電池（市販品）と交換してください。

※ ボタン電池を交換する際は、「CR2025」（市販品）を使用
してください。

電源を入れる／切る

 ■電源を入れる
a 本体背面の主電源ボタンを2秒以上押す

起動画面が表示され、しばらくすると注意画面が表示されます。

起動画面① 起動画面② 注意画面

b 内容を確認し、oをタッチする

 ■電源を切る
a 本体背面の主電源ボタンを2秒以上押す

終了画面が表示され、しばらくすると電源が切れます。

MEMO
◎  本製品が操作できなくなったときは、本体背面の主電源ボタン
を約10秒以上押し続けて強制的に電源を切ってください。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。

終了画面

こんな場所では、使用禁止！
• 自動車・原動機付自転車・自転車運転中に本製品を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運
転中の本製品の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の本製品の使用も法律などで罰せられる場合があります。
• 航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、
一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。

PHOTO-U TVでできること
PHOTO-U TVでは、主に次の機能をご利用いただけます。
• 地上デジタルテレビ放送（フルセグ／ワンセグ）を視聴・録画できます。また、番組表から簡単に視聴・録画予約を行うこともで
きます。
• Miracast対応のスマートフォンなどで再生・表示されている動画やブラウザなどの画面を、大きな本製品のディスプレイに
映して楽しむことができます。
※ Miracast規格に対応した機器に限ります。すべての機器との接続を保証するものではありません。また、接続には対応機器
側での設定が必要です。

• ご家族やご友人からメールで送られてきた写真・動画、およびスマートフォンなどからau Cloudに保存された写真を表示する
ことができます。また、SDメモリカードにデジタルカメラなどで撮影した写真・動画を保存して、本製品で表示することがで
きます。写真は、スライドショーで再生することもできます。



2. 本製品を準備する（つづき）
初期設定をする
お買い上げ後、初めて電源を入れたときには、初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って初期設定をしてください。
※ 初期設定は電波状況の良い場所で行ってください。
※ 初期設定を完了するまでは、メールの受信やテレビの視聴ができません。
※郵便番号は天気予報に利用します。天気を知りたい地域の郵便番号を入力してください。

初期設定中に表示されるPHOTO-U TVのメールアドレスをここに記入しておきましょう

 @photo-u.jp
メールアドレスの確認方法
mをタッチ→udで「設定」を選択→oをタッチ→udで「メール」を選択→oをタッチ→udで「メール管理」を
選択する

初期設定画面が表示さ
れたら、oをタッチして
「メールアドレスの取得」
を選択する
本製品のメールアドレスが
表示されますので、右上のメ
モ欄などに控えてください。

oをタッチして「次へ」を
選択する

udで「郵便番号設定」
を選択→oをタッチする
※ 天気予報をご利用にならな
い場合はudで「スキッ
プ」を選択→oをタッチし
てください。

郵便番号を入力→oを
タッチする
udで数字を選択し、lr
でカーソルを移動します。
※  リモコンのチャンネルボタン
で数字を直接入力することも
できます（「0」を入力すると
きは10ボタンを押します）。

本製品を窓の近くなどに
置きアンテナを伸ばして
から、oをタッチして「次
へ」を選択する

udでエリアを選択
→oをタッチする

udで都道府県を選択
→oをタッチする
チャンネルの検索終了後、テ
レビ画面が表示されます。

テレビアンテナについて
本製品のテレビ機能では、放送電波の受信状況に合わせて、フルセグ放送とワンセグ放送を自動的に切り替えて視聴するこ
とができます。
テレビを視聴するときは、放送電波が十分受信できるようにテレビアンテナを固定されるまで引き出し、受信感度の良い角
度や方向に調整してください。

MEMO
◎  放送電波の受信状況が改善しない場合、本製品に外部テレビアンテナ（市販品）を接続することができます。
詳しくは、『取扱説明書（詳細版）』をご参照ください。

◎  フルセグ放送とワンセグ放送のいずれかのみを受信するように設定することもできます。詳しくは、『取扱説
明書（詳細版）』をご参照ください。

SDメモリカードをセットする
本製品では、SDメモリカード（市販品）を利用して写真や動画を保存・再生したり、番組の録画を行うことができます。
防水カバーの開き方／閉じ方については、「各部の名称と機能」の「u 防水カバー」をご参照ください。
※ SDメモリカードの取り付け／取り外しは、本製品の電源を切ってから行ってください。

 ■ SDメモリカードを取り付ける

切り欠き
a SDメモリカードの挿入方向（切り欠きの位置）に注意して、メモ
リカードスロットに「カチッ」と音がするまでゆっくりと差し込
む

 ■ SDメモリカードを取り外す

a

b

a SDメモリカードを「カチッ」と音がするまでゆっくりと押し込む
（a）
メモリカードスロットからSDメモリカードが少し出てきます。

b SDメモリカードをbの方向へゆっくりと引き抜く

アップデートする
本ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認できます。
mをタッチ→udで「設定」を選択→oをタッチ→udで「共通」を選択→oをタッチ→udで「アップデート」を選択
→oをタッチ→udで「ネットワーク経由でアップデート」を選択→oをタッチしてください。
詳しくは、『取扱説明書（詳細版）』をご参照ください。

3. お買い上げ時の状態に戻す
本製品の設定をお買い上げ時の状態に戻し、本製品に保存されたデータをすべて消去します。

例）テレビ機能使用中に操作する場合

mをタッチ→udで
「設定」を選択→oを
タッチする

udで「共通」を選択
→oをタッチする

udで「初期化」を選択
→oをタッチする

udで「工場出荷状態
に初期化」を選択→o
をタッチする

lrで「初期化」を選択
→oをタッチする

※  「SDカードのフォーマット」→「初期化」と選択すると、Ｓ
Ｄメモリカードのフォーマット（初期化）を行うことがで
きます。

故障とお考えになる前に
こんなときは ご確認ください

電源が入らない 充電は十分にされていますか？ 十分に充電してください。

本体の電源は入っていますか？ 本体背面の主電源ボタンを2秒以上押して、電源を入れてください。

ディスプレイが消灯していませんか？ 本体背面の主電源ボタンを押すか、リモコンの電源ボタンを押してディスプ
レイを点灯してください。

充電されない ACアダプタは正しく接続されていますか？ ACアダプタの接続を確認してください。

リモコンのボタンの反応が悪
い／動作しない

本体からリモコンまでの距離が遠すぎませんか？ 本体のリモコン受光部からリモコンまでの距離が約4m（まっすぐ水平な場合
で約6m）以内か確認してください。

リモコンと本体のリモコン受光部がまっすぐ水平になっ
ていますか？

リモコンと本体のリモコン受光部が、できるだけまっすぐ水平になるように
して操作してください。

テレビを受信できない 放送電波の受信レベルは十分ですか？ 放送電波の受信レベルが強い場所に移動してください。

テレビアンテナの方向を調節してください。

チャンネルが検索されませんか？ 再度、受信地域を設定してください（『取扱説明書（詳細版）』参照）。

外部テレビアンテナ（市販品）を接続してください（『取扱説明書（詳細版）』参照）。

メールを受信できない 初期設定は完了していますか？ 初期設定を行ってください。

送信者がメールアドレスを間違えていませんか？ メールアドレスを確認してください。

メールの送信者を受信拒否リストに設定していません
か？

「迷惑メールフィルター設定」で受信拒否リストの内容を確認してください
（『取扱説明書（詳細版）』参照）。

メールに写真などのデータは添付されていますか？ データが添付されていないメールは、本製品で受信できません。

パソコンから送信したメール
を受信できない

お買い上げ時の設定ではパソコンからのメールを受信で
きません。

パソコンからのメールを受信するには、「迷惑メールフィルター設定」を変更
してください（『取扱説明書（詳細版）』参照）。

添付ファイルのデータが認識できないデータではありま
せんか？または上限サイズを超えていませんか？

受信できる添付データのファイル形式および上限サイズをご確認ください。

 が表示される サービスエリア外か、電波の弱い所に設置していません
か？

電波の届く場所に移動してください。

ディスプレイが勝手に点灯／
消灯する

人感センサーを設定していませんか？ 人感センサーの設定を確認してください（『取扱説明書（詳細版）』参照）。

データのコピー／移動ができ
ない

本体またはSDメモリカードの空き容量が不足していま
せんか？

「保存容量」で本体またはSDメモリカードの空き容量を確認してください
（『取扱説明書（詳細版）』参照）。

SDメモリカードがロックされていませんか？ SDメモリカードのロックを解除してください（『取扱説明書（詳細版）』参照）。

電源ランプが赤く点滅する 充電の異常です。 直ちに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。

主な仕様
ディスプレイ 約10.1インチ、最大約1,677万色、TFT液晶

1,024×600ドット（WSVGA）
質量 約830g
サイズ（幅×高さ×厚さ） 約264 × 193 × 22mm（スタンドを除く）
内蔵メモリ容量 ROM：約4GB（ユーザー利用可能容量：約1.5GB）

RAM：約1GB
対応メモリカード SDメモリカード：最大2GBまで対応

SDHCメモリカード：最大32GBまで
メール受信対応形式
および上限サイズ

テキストメール（10KB）、HTMLメール※1（20KB）、
キャリア絵文字（auのみ）対応

メール受信可能ファイル
形式および上限サイズ

静止画：jpg（5MB）／gif※2（5MB）／bmp（5MB）／
png（5MB）
動画：3gp（5MB）／3g2（5MB）／m4v（5MB）／
mp4（5MB）／mov（5MB）

内蔵電池容量 2500mAh
充電時間 約160分
テレビ連続視聴時間
（ACアダプタ非接続時）

約2時間20分（フルセグ固定）
約2時間30分（ワンセグ固定）

Wi-Fi®機能 規格：IEEE802.11b/g/n準拠
対応周波数：2.4GHz（1～13Ch）

防水／防塵性能 IPX5／IP5X

※1 レイアウト情報や挿入画像の表示／保存などは、非対応となります。
※2  GIFアニメーションは最初のフレームのみ表示できます。

知的財産権について
• SD、SDHCは、SDアソシエーションの商標です。
• ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国Rovi Corporation
および／またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
• Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の商標または登録商標です。
• Miracastは、Wi-Fi Alliance®の商標または登録商標です。
• その他、本書で記載している会社名、製品名などは各社の商標、および登録商標
です。なお本文中では、®マーク、TMマークを省略している場合があります。
• 本書では「SD™メモリカード（市販品）」および「SDHC™メモリカード（市販
品）」を「SDメモリカード」と省略しています。

お問い合わせ先番号

Pressing “zero” will connect you to an operator, after calling “157” 
on your au cellphone.

一般電話からは

0077-7-111
au電話からは

局番なしの157番

総合・料金について（通話料無料）

一般電話からは

0077-7-113
au電話からは

局番なしの113番

紛失・盗難時の回線停止のお手続き、操作方法について

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。（無料）

0120-977-033（沖縄を除く地域） 0120-977-699（沖縄）

お客さまセンター

（通話料無料）
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