初めての設定をする

クイックスタートガイド

お買い上げ後初めて電源を入れるときや 、テレビ本体の設定を初期化したときなどに 、この設定画面が自動
的に表示されます。このとき 、テレビの起動に約 1 分ほどかかることがあります。

このガイドでは 、テレビを快適に楽しむためのポイントを紹介

1

しています。テレビの組み立てや外部機器との接続については
「取扱説明書」、詳しい操作方法についてはテレビ内蔵の「操作
ガイド」をご覧ください。
* 利用できるサービス内容や画面は 、予告なく変更となる場合があります。
* 画面のイラストは実際とは異なる場合があります。

2 「初期設定」を開始します。
右の① ~ ⑤の順番で設定してください。

マジックリモコンをお使いの場合は
マジックリモコンを登録する

3

マジックリモコンはテレビに登録（ペアリング）して
から使用します。
※付属されるリモコンは機種により異なります。

マジック
リモコン

ΪएϟдЗы

標準
リモコン
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ホイール（決定）
ボタン

マジックリモコンの登録を解除する
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複数台の LG Smart TV をご使用になる場合 、マジックリモ
コンを別のテレビに登録するには現在のテレビへの登録を
一度解除する必要があります。戻るボタンと ホームボ
タンを同時に 5 秒以上押し続けると 、マジックリモコンの
ランプが点滅し 、登録が解除されます。
* 番組表ボタンを押し続けるとペアリングが解除され 、自
動で再ペアリングが行われます。

ホーム
ボタン

ƇŃПєЗ

マジックリモコンを上下左右に振るか 、 ホームボ
タン 、 ボタンを押すと 、画面上にポインターが表
示されます。ポインターを一定時間使用しなかった
場合 、またはマジックリモコンを平らな面の上に置
いた場合は 、ポインターが消えます。
* ポインターの動きがなめらかでない場合は 、
マジックリモコンを平らな場所に置いて 、ポイン
ターの動きを一度停止させてからご使用ください。
* 機種によりマジックリモコンが付属されないもの
がありますが 、別売りアクセサリーとしてご購入い
ただ けます。

はじめての必要な設定
は完了しました。
チャンネル設定を行っ
てテレビをお楽しみく
ださい。チャンネル設定
は 、下の内容です。
初期スキャンで設定し
てください。

・ チャンネルスキャン
地上デジタル放送のチャンネル設定をしてください。下
のスキャンする帯域を選択してマジックリモコンの ホ
イール（決定）を押すことでスキャンを開始します。
-UHF
て：通常の UHF アンテナを接続している場合
-全帯域：ケーブルテレビなどに加入してアンテナを接
続している場合どちらか分からない場合は 、
「全帯域」
を選択してください。

ЭЁєЃБ

再登録する場合は、上の登録する手順を参照してください。

音声入力
音声検索機能などで 、マジックリモコンのマイクから音声
で文字を入力することがきます。
音声検索ボタンを押すと 、音声検索になり 、 音声検索
ボタンを長押しすると 、文字検索になります。

音声検索 /
文字検索
ボタン

ƇŃПєЗ
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① 地域設定
テレビを設置した地域と言語を選択してください。

1

② 環境
ご使用環境を選択してください。
ホームモード
：ご家庭で使用する
パブリックモード：販売店での展示に使用する

2

④ 利用規約
利用規約のご確認後 、内容の同意にチェックをしてくだ
さい。
⑤ テレビを見る前に
- テレビ放送信号の受信方式
  ケーブルテレビなどのチューナー（セットトップボック
ス）を
  テレビに接続して使用する場合 、セットトップボックス
を選択
  することで 、容易に接続の設定を行うことができます。
  チューナー（セットトップボックス）などを接続しない場
合は 、
「テレビのみ」
  
を選択してください。
- サービス地域の郵便番号
テレビを設置した地域の郵便番号を 7 桁の数字で設定
してください。

*MBM63642032*

項目の調べ方

デジタル放送を見る
2

ホームボタンを押して 、スマートホーム
を表示する。
スマートホームから操作ガイドを選んで 、

スマートホームで「テレビ」を選択するとテレビが
全画面表示されます。この状態でリモコンで電源
を切り 、再度電源を入れた場合 、テレビが全画面で
表示されます。

番組情報を見る
1 マジックリモコンのポインターをテレビ画面の
上部に位置付ける。
画面上部にチャンネルバナーが表示されます。

1 リモコンの放送切換ボタンでご覧になる放送を選

ホイール（決定）を押す。

③ 接続
テレビをネットワークに接続してください。ネットワー
クの接続と関連して 、詳しくは別紙のネットワーク設定
ガイドをご参照ください。後で設定するときはマジック
リモコンのポインターをテレビ画面の下に位置付けて表
示される「この設定をスキップ」を選択して 、設定をス
キップしてください。

・ 前の設定画面に戻りたいときは 、マジックリモコンのポ
インターをテレビ画面の上に位置付けて表示される「＊
＊＊に戻る」を選択してください。

戻る
ボタン

テレビ本体に内蔵されている「操作ガイド」で 、本機
の機能の詳しい説明をご覧になれます。

ぶ。
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放送切換
ボタン

1

1



テレビの電源が入った状態でテレビに向かって ホイー
ル（決定）を押すと 、ペアリングが開始され 、マジックリモ
コンがテレビに登録されます。
* ペアリングが正しく完了しなかった場合は 、テレビの電
源を一度入れ直してもう一度初めから行ってください。

マジックリモコンの
ホイールを押してく
ださい。マジックリモ
コンがテレビに登録（ペ
アリング）されます。

テレビを見る

操作ガイドを使う

ご希望のカテゴリを選びます。
＜ / ＞ / Λ / ∨ボタンまたはポインターを位置付け
てカテゴリを選択します。

選局
%6

1

2 マジックリモコンのポインタをチャンネルバナー
に位置付け 、 ホイール（決定）ボタンを押す。

チャンネルバナー下部に番組情報が表示さ
れます。
%6
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2

キーワードを入力し（ ）アイコンにカーソルを
位置付けて ホイール（決定）を押すことで 、該
当のガイドを検索し表示します。



LG Smart TV は 、写真＆動画アプリ 、音楽アプリなど 、さまざまなアプリで 、USB ハードディスク 、PC 、スマー
トフォンや 、ホームネットワーク（Wi-Fi など）に接続されているブルーレイレコーダーなどの外部機器の写
真 / 音楽 / 動画の多くのコンテンツをアクセスして再生することができます。
希望のコンテンツの検索は 、検索アプリで行うことができます。

БОфЂ
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外部入力を選択する

操作ガイド

Smart TV でさまざまなコンテンツを楽しむ

L

2 ご覧になりたいチャンネルをリモコンのワン
タッチ選局ボタンで選局する。
マジックリモコンの

ホイール（決定）を回すこと

でも 、チャンネルを切り換えることができます。
・ リモコンのチャンネルΛ / ∨ボタンを押してもテレビの
電源が入り 、画面を表示することができます。

1 スマートホームから入力切換を選ぶ。

画面右上に表示される を押すと 、入力切
換画面が表示されます。

マイアプリの表示をお好みの順番にカスタマイズする

クイックスタートガイド
1

スマートホームで Smart TV を楽しむ
スマートホームでは 、視聴中の映像と 、LG Smart TV を通じてお楽しみいただけるさまざまな機能を簡単な操
作で選んで楽しむことができます。また 、マイアプリの表示は 、お好みの順番にカスタマイズすることがで
きます。
1 リモコンの

ホームボタンを押す。

2 ホーム画面が表示されます。

❶
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5 ご希望の位置で、

ホームボタンを押す。

録画をする

ホイール（決定）を押す。

録画をする

テレビでは現在見ている番組のワンタッチ録画や 、裏録画 、タイマーによる録画予約などを行うことができ
ます。

2 マイアプリの右端の[ ]を押す。
すべてのアプリの表示位置を変更することができ

ゴミ箱

番組表（EPG）が表示されます。

ワンタッチ録画を行う

ます。

録画用ハードディスクを接続すると 、今見ている番組

カスタマイズしたいアプリのアイコンにポインター
を位置付けて ホイール（決定）ボタンの長押し
でも、編集モードに遷移することができます。

をかんたんに録画することができます。

1

スマートホームが表示されます。

ボタンを押して録画します。
1 マジックリモコンのポインターをテレビ画面の
%6

上部に位置付ける。

録画リスト

%6/*

アプリがマイアプリの列に納まり移動が完
了します。
3 表示位置を変更するアプリのアイコンにポインタ
ーを位置付ける。
ƇŃПєЗ
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* 画面は実際とは異なる場合があります。

❽

❾

❿

6 マイアプリの表示のカスタマイズは、画面中央の

アプリを選択し 、 ホイール（決定）を押す
と 、アプリがマイアプリの列の上に出て移
動可能となります。
ゴミ箱
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ホームボタンを押す。

2 録画リストを選ぶ。

マジックリモコンでチャンネルバナーの録画開始

ホームボタン

マイコンテンツ

録画リストを表示する
録画した番組のリストを表示します。

「完了」ボタンを選択して

画面上部にチャンネルバナーが表示されま
す。

録画ボタン

ホイール（決定）を押

すと、完了します。

3 録画設定を行う。

画面に沿って録画を設定し 、画面右端の録
画を押すと 、録画が開始されます。

ゴミ箱

マイコンテンツを実行します。マイコンテンツでは 、検索した動画を保存し
て 、お気に入りの動画を容易に再生できます。

視聴中映像

視聴中の映像を表示します。

音楽

音楽プレーヤーを表示します。

入力切換

入力切換画面を表示します。

設定メニュー

設定メニューを表示します。

マイスタートの実行

マイスタートを表示します。マイスタートでは 、天気予報を確認したり 、
スマートデバイスと連動させて個人のスケジュールなどを表示することがで
きます。

❼

LG TV PLUS

❽
❾
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お気に入りチャンネル お気に入りのチャンネルを表示します。

LG TV Plus を実行します。LG TV Plus では 、スマートデバイスをテレビの操作
リモコンとして使用できます。

ヒストリー

操作履歴を表示します。

マイアプリ

LG Smart TV を通じてお楽しみいただけるさまざまな機能が表示されるエリ
アです。このエリアは 、各アプリの表示の順番をカスタマイズすることも可
能です。
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3 録画したい番組を選ぶ。

選んだ番組の詳細内容画面が表示されま
す。
4 録画予約ボタンを選ぶ。

ቲᓹώᓷϯϪ
!

録画を中止する場合は 、画面上部にチャンネルバナーを表
示→画面左下部の録画停止ボタンを選んでください。
ᮞቚ̂ט

録画停止ボタン

録画予約
ボタン

選んだ番組を録画予約します。画面に沿っ
て録画予約を設定し完了を押すと 、録画が
予約されます。

番組表から録画予約を行う
番組表（EPG）機能を使うことでかんたんに番組の
録画予約を行うことができます。
1

ホームボタンを押す。

スマートホームが表示されます。
2 番組表を選ぶ。
番組表

・ コンテンツのご利用には会員登録が必要な場合があります。それぞれのコンテンツの会員登録画面に沿って 、会員登録を
行ってください。また 、コンテンツは有料／無料のものがあります。

ᮞቚ
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4 ポインターを動かして、アプリを移動する。

・ マジックリモコンの番組表ボタンを押しても番組表が表示
されます。
・ 番組表がスマートホームのマイアプリから探しにくいと
きは 、マイアプリの表示の編集を行うことで便利に利用で
きます。

2 画面左下部の録画ボタンを選ぶ。

録画リストを選ぶとすべての録画された番
組が表示されます。ご希望の録画番組を再
生することができます。

連続ドラマなどの繰り返し録画や 、番組追従の設定を行う
こともできます。録画の詳細についてはテレビに内蔵の「操
作ガイド」をご覧ください。

・ 録画リストがスマートホームのマイアプリから探しにくい
ときは 、
マイアプリの表示の編集を行うことで便利に利用できま
す。

ネットワークに接続する

ネットワーク設定ガイド

1 リモコンの

１）無線 LAN で接続する

テレビをネットワークに接続することで、さまざな Smart TV コンテンツを楽しむことができます。すでにルー
ターを利用して PC などをネットワークに接続している場合は 、以下の手順で接続します。ネットワーク環境
がない場合や 、ルーターを設置していない場合は 、ご契約された回線事業者やプロバイダー、またはお買い上

テレビのネットワーク設定をはじめる前に 、あらかじめ PC 側でルーターの設定を行い 、ネットワークに接
続できることをご確認ください。

ホームボタンを押して 、スマートホームを表示します。

2 スマートホームから

設定を選んでホイール（決定）を押します。



ネットワークに接続する

ネットワークを設定する（有線 LAN）

ネットワークを設定する

有線１.有線での接続が成功している場合は 、下の画
面が表示されます。
これで設定は完了です。Smart TV のネット
ワークコンテンツをお楽しみいただくこと
ができます。

有線４.自動で設定のチェックを外します。

げの販売店にご相談ください。

必要なブロードバンド環境
回線終端装置または
ＶＤＳＬ装置（光回線）
ケーブルモデム（ＣＡＴＶ）
ＡＤＳＬモデム（電話回線）など
回線

有線５.LAN ケーブルを接続していることを確認し
て 、手動入力で IP アドレスなどを設定しま
す。

無線 LAN ルーター
⇨１）無線 LAN で接続する
ルーター
3 詳細設定➡ネットワーク➡有線ネットワーク接続または無線ネットワーク接続を選んで 、
ホイール（決定）を押します。

⇨２）有線 LAN で接続する

無線 LAN ルーターをご使用の場合は 、LAN ケーブルを使わずにネットワークに接続できるので便利です。
無線 LAN で接続する場合は 、アクセスポイント ( ルーターなどの無線親機）の「ネットワーク名 (SSID)」、
「パス
ワード（セキュリティキ－）」などの情報が必要です。ルーターの取扱説明書などから 、これらの情報を事前に
ご確認ください。

・ テレビをネットワークに接続するには 、常時接続（ブロードバンド）のインターネット契約と 、ルーターを利用しての接続
が必要です。
・ ネットワーク接続の際には 、回線事業者からの案内事項およびルーターの取扱説明書などもよくご確認ください。
・ 公共施設やオフィスなどネットワークが管理された場所でネットワーク接続を行うときは 、ネットワーク管理者にご相談
ください。
・ ケーブル類の接続およびルーターの設定内容を確認してから 、テレビの電源コードをコンセントに接続し 、電源を入れてく
ださい。
・ ルーターに DHCP 機能がある場合は 、テレビ側の IP アドレスなどが自動的に設定されるため 、ネットワーク接続がより簡単
になります。DHCP とは 、インターネットに接続する機器に IP アドレスなどの必要な情報を自動的に割り当てる機能です。
・ 無線ルーターの無線方式は 、11n（5GHz）を推奨します。
・ 11a 、11b 、11g 、11n（2.4GHz）でも通信できますが 、通信速度が遅くなるため 、動画の再生などがスムーズに行えないこと
があります。
・ モデムとルーターが一体化して一つの機器で使用できる製品もあります。
・ ルーターの LAN 端子に空きが無い場合は 、ハブをご利用ください。
・ 有線 LAN での接続の場合は 、カテゴリー７（Cat7）規格の LAN ケーブルのご使用をおすすめします。
・ 接続時は 、テレビに実装された「操作ガイド」も合わせてご確認ください。
・ 無線 LAN では 、ケーブルを使用せずに電波を利用してテレビをネットワークに接続出来ますが 、電波は 、壁などを越えてあ
る範囲内に届くため 、不正に進入される可能性があります。ルーターの取扱説明書などをお読みになり 、セキュリティー設
定を行うことをお勧めします。
・ ルーターとは 、異なるネットワークを相互接続する機器のことで 、光回線などのブロードバンドによりインターネット接続
する機器をブロードバンドルーターと呼んでいます。ルーターを使用することで、テレビやパソコンなど、複数の機器をイン
ターネットに接続することが出来ます。
・ SSID とは 、無線 LAN のアクセスポイント ( ルーターなどの無線 LAN の親機）を識別するための名前のことです。アクセスポ
イントごとに設定されます。
・ このネットワーク設定ガイドで使用されている画面の図は実際の画面とは異なることがあります。

P/No: MBM63642033 (1706-REV00)

２）有線 LAN で接続する
インターネットＬＡＮケーブルをテレビの LAN 端子に挿します。
インターネットへ

・ ネットワークが IPv6 ネットワーク環境では 、有線ネット
ワーク接続画面にタイプの設定項目が表示されます。
テレビを IPv6 ネットワークで接続をする時は 、有線 3. の
設定画面のタイプを IPv6 に設定してください。
タイプを IPv6 に設定したときは 、IP アドレスなどの編集
はできません。

有線２.DHCP 機能に対応していないルータ－やオ
フィスなどで接続する固定 IP が決められて
いる場合は 、有線ネットワーク接続を選択し
有線３以降の設定を行います。
有線 LAN ルーター

有線６.正しく接続できると下のネットワーク接続
状況が表示されます。
これで設定は完了です。Smart TV のネット
ワークコンテンツをお楽しみいただくこと
ができます。

有線３.編集を選択します。

・ ネットワーク接続状況の表示内容については 、裏面の
「ネットワークの接続状況を確認する」をご確認ください。

*MBM63642033*

ネットワーク設定ガイド
ネットワークを設定する（無線 LAN）

無線５.ネットワーク名を入力します。

1 リモコンの

ホームボタンを押して 、スマート

ホームを表示します。

ネットワークの接続に成功したとき

2 スマートホームから 設定を選んでホイール（決
定）ボタンを押します。

無線３.正しく接続されると下の画面のようにネッ
トワーク名の左にチェックされます。
これで設定は完了です。Smart TV のネットワー
クコンテンツをお楽しみいただくことができま
す。

無線６.ルーターで設定したセキュリティタイプを
指定します。

無線２.無線 LAN ルーターにパスワードが設定され
ている場合は 、ルーターで設定したパスワー
ドを入力します。

無線７.必要なときはパスワードを入力します。

ネットワークの接続状況を確認する



無線１.ネットワーク検索が終了すると接続可能な
ネットワークのリストが表示されます。
接続するネットワークを選択します。

ネットワークを設定する（無線 LAN）

無線８.接続が完了すると 、次の画面が表示されま
す。これで設定は完了です。Smart TV のネッ
トワークコンテンツをお楽しみいただくこ
とができます。

すべての機器がリンクされているときは 、テレビの
ネットワーク設定は正しく完了しています。
Smart TV のネットワークコンテンツをお楽しみいた
だくことができます。

テレビだけチェックマークがあるとき
3 詳細設定➡ネットワークを選んで 、ホイール（決
定）ボタンを押します。

無線４.Wi-Fi ルーターの設定で 、ネットワーク名が非表
示設定されているネットワークに接続すると
きは 、非表示の無線ネットワークを追加を選
択します。

次の手順に沿って 、テレビまたはルーターの接続や
設定をご確認ください。
1 ルーターやネットワーク接続機器の電源が入っ
ているかご確認ください。ルーターによっては 、
電源を入れてから使用できるようになるまで 、少
し時間のかかるものがあります。
2 テレビ 、ルータ－およびケーブルモデムなどの
ネットワーク接続機器の接続状態をご確認くださ
い。

・ 詳細なネットワークの設定はテレビに実装された「操作
ガイド」をご参照ください。

ネットワークの接続状態を確認するには 、
有線ネットワーク接続のときは 、
設定➡詳細設定➡ネットワーク➡有線ネット
ワーク接続
無線ネットワーク接続のときは 、
設定➡詳細設定➡ネットワーク➡無線ネット
ワーク接続
を選択することでネットワーク接続状態が表示さ
れます。
不具合がある場合は 、次の手順に沿って操作してく
ださい。

3 テレビ 、ルータ－およびケーブルモデムなどの
ネットワーク接続機器の電源を一度切って 、10
秒ほど待ってから 、もう一度電源を入れてくださ
い。その後 、ネットワークの設定を最初からやり
直してください。
4 有線 LAN で接続の場合は正しくルーターから IP
アドレスが取得できているか確認してください。
手動設定の場合は正しく設定されているかご確
認ください。IP アドレスが不明の場合は 、ご契約
の回線事業者やプロバイダーにお問合せくださ
い。

ネットワークの接続状況を確認する
5 無線接続を使用している場合は 、次の項目も併せ
てご確認ください。

① ルーターの SSID( ネットワーク名 ) また
は 、無線チャンネルの設定
② ルーターのセキュリティキー ( パスワー
ド ) の設定
これらの設定がご不明な場合は 、ルーターの取扱説明
書 、または 、ご契約された回線事業者やプロバイダー
から提供された説明書をご確認ください。
それでもご不明な場合は 、ルーターのメーカーまた
は 、回線事業者やプロバイダーにお問い合わせくだ
さい。

ゲートウェイまでチェックマークがあ
るとき

次の手順に沿って 、ルーターの接続や設定をご確認
ください。
1 テレビ 、ルータ－およびケーブルモデムなどの
ネットワーク接続機器の電源を 1 度切って 、10
秒ほど待ってから 、電源を入れ直してください。
その後 、ネットワークの設定を最初からやり直し
てください。
2 ルーターの WAN 側の設定（IP アドレスや DNS
サーバーアドレス）をご確認ください。
3 接続が正常にできない場合は 、ルーターの取扱説
明書 、または 、ご契約の回線事業者やプロバイ
ダーから提供された説明書をもう一度 、ご確認く
ださい。それでもご不明な場合は、ルーターのメー
カーまたは 、回線事業者やプロバイダーにお問い
合わせください。

ＤＮＳまでチェックマークがあるとき

以下の手順でネットワーク接続をご確認ください。
1 テレビ 、ルータ－およびケーブルモデムなどの
ネットワーク接続機器の電源を 1 度切って 、10
秒ほど待ってから 、電源を入れ直してください。
その後 、ネットワークの設定を最初からやり直し
てください。
2 プロバイダーから指定された値（IP アドレスや
DNS サーバーアドレス）でテレビやルーターが正
しく設定されているかご確認ください。
3 接続が正常にできない場合は 、ご契約の回線事業
者やプロバイダーから提供された説明書をもう一
度 、ご確認ください。それでもご不明な場合は 、回線
事業者やプロバイダーにお問い合わせください。

・ 詳細なネットワークの設定はテレビに実装された「操作ガ
イド」をご参照ください。

