glancy用ドングル
A19025300
（Dongle Q)
操作マニュアル

重要
ご使用前には必ずこの取扱説明書および使用上の注意をよくお読みになり、正しくお使いください。
ドングルのモニターへの接続は、モニターの取扱説明書を参照してください。
補足、注意、警告
この説明書全体を通して、アイコンが付いた文章があります。これらの文章には推奨、注意、また
は警告が含まれており、次のように使用されます。
補足
このアイコンは、本機を有効に活用するために役立つ重要な情報とヒントを示しています。
注意
このアイコンはハードウェアの損傷、またはデータの損失を回避する情報を示します。
警告
このアイコンは、人が傷害を負う可能性があり、その問題を回避する方法を示します。
一部の警告は別の形式で表示され、アイコンが付いていない場合があります。このような場合、
警告の具体的な提示は、関連する規制機関によって義務付けられています。
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著作権・肖像権について
• お客様が本製品を利用してインターネット上のホームページからダウンロードなどにより取得した文章、画
像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著
作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。
• 実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありま
すのでご注意ください。
• また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上の
ホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害する恐れがありますのでお
控えください。

商標について
• HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは米国およびその他
の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc. の商標、または、登録商標です。

• Google、Android、Google Play、Android TV、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、一部の国や地域ではご利用いただけません。サービスの内容は、国や言語に
よって異なります。
• Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、ダブル D記号及びAACはドルビーラボラトリーズの商標です。
• ブルートゥース®は、Bluetooth SIG. Inc.の登録商標です。
• Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
• glancyは、株式会社JOLEDの商標です。
• その他、本書で登録するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。
本文中では、TM、®マークは表記していないものがあります。
• 本書に明示されていないすべての権利は、その所有者に帰属します
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1. 重要な項目
このマニュアルは、JOLEDモニターglancyに取り
付けて利用するドングルを使用するすべての人を
対象としています。このユーザーマニュアルをよくお
読みください。ドングルの操作に関する重要な情
報と注意事項が含まれています。
製品が使用目的に応じて適切に取り扱われ、
操作手順に従っており、かつ、購入日、購入先、
モデル、および製品の製造番号を示す元の請求
書か領収書の提示された場合に、JOLEDの保
証は適用されます。

•

ドングルに油を近づけないで下さい。ドング
ルのプラスチックカバーを損傷し、保証の適
用外になる可能性があります。

•

USBーOTGケーブルを外してドングルの
電源を切った場合、6秒間待ってから、
USB-OTGケーブルを接続して通常の操
作を行って下さい。

•

JOLEDが付属し、使用を許可したケーブ
ル以外は使用しないで下さい。紛失した
り付属していない場合は、サービスセン
ターにお問い合わせ下さい。

•

動作中は、ドングルに激しい振動や強い衝
撃を与えないで下さい。

1.1 安全上の注意とメンテナンスについて
メンテナンス
警告
• オイルベースの洗浄液は、プラスチック部品
この取扱い説明書で指定されている以外の操作、調
を損傷する可能性があります。また、この液
整、または手順を使用すると、感電、電気的危険、機
体による損傷は保証の適用外になる可能
械的危険にさらされる可能性があります。
性があります。
動作時の注意
•

直射日光や非常に強い光に直接当てな
いで下さい。また、熱源の近くに置かない
で下さい。このような環境に長時間放置
すると、ドングルが破損する可能性があり
ます。

•

火災や感電を防ぐため、デバイスを雨や
湿気にさらさないでください。

•

感電の危険を避けるために、ドングルを開
こうとしないでください。

•

ユニットが故障した場合、ドングルの修理
は資格のある技術者が行う必要がありま
す。このユニットの部品をユーザーが修理
することはできません。
内部熱の蓄積を防ぐために、モニターの
ドングルカバーの通気口付近には物が
無いようにしてください。

•
•

高温多湿、水、ほこりからドングルを保
護してください。

•

ドングルを損傷する可能性のある物体
（液体で満たされた物体やろうそくな
ど）を近くに置かないでください。

•

長期間使用しない場合は、ドングルをモニ
ターから外してください。

•

ドングルをクリーニングする場合は、USBOTGケーブルを抜いて乾いた柔らかい布で
クリーニングして下さい。アルコール、酢酸、
塩素、アンモニアベースの液体などの有機
溶剤を使用しないで下さい。

•

ドングルが濡れた場合は、できるだけ早く乾
いた布で拭いて下さい。

•

ドングルに異物や水が入った場合は、すぐに
電源を切り、全てのケーブルを抜いて下さい。

•

ドングルをより長くお使い頂くために、以下の
温度と湿度内の場所で使用して下さい。
温度

: 0-32°C（32-90°F）

相対湿度: 10-80%

補足
ドングルが正常に動作しない場合、またはこ
のマニュアルに記載されている操作手順通り
にしたが、手順が分からない場合はサービス
センターに問い合わせ下さい。
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1.2 製品、梱包材の廃棄について
電気電子機器の廃棄（WEEE）

使用済みの電気電子機器を管理する欧州指
令2012/19 / EUにおいて、製品またはその
パッケージのこのマーキングは、本製品は通常の
家庭ごみと一緒に廃棄するできないことを示して
います。指定された電気電子機器の廃棄の収
集を通じて、この機器を処分する責任があります。
このような電気電子機器の廃棄する場所は、地
方自治体、ご家庭にサービスを提供する廃棄物
処理機関、または製品を購入した店舗にお問い
合わせ下さい。
余分な梱包材はすべて省略されています。パッ
ケージをモノラル素材に簡単に分離できるよう
に最善を尽くしています。
廃棄方法に関する地域の規制については、各
地方自治体、または、ご家庭にサービスを提
供する廃棄物処理機関に問い合わせ下さい。
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2. ドングルのご使用方法
2.1 同梱物とリモコンボタンの説明
(1)梱包物
1

❶ドングル

３

❷クイックガイド(英語)
❸リモートコントローラー
❹リモートコントローラ用単4電池2本

２

４

(2)リモコンボタンの説明
付属の電池を＋／－に注意して入れてください

No
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒

機能

電源
入力選択
Google アシスタント
ウォッチリスト
(各アプリケーションでメニュー閲覧)
設定
上
下
左
右
決定
ひとつ前に戻る
ホーム画面に戻る
音声ミュート
音量＋
音量ー
番組ガイド
(Liveチャンネルなど対応アプリのみ)
チャンネル変更 上
チャンネル変更 下
YouTube
prime video
NETFLIX
J-GARO (使用できません)
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①
③

③

④

⑦

⑧

④
⑧

⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑬
⑭
⑮

⑩

②
⑥

⑤

⑥
⑪⑨
⑦

⑫
⑮
⑯

⑯
⑰
⑱

⑲

㉑

⑳

㉒

2.2 セットアップ
(1)ドングルリモコンの①電源ボタンを押し、ペアリング画面に沿ってリモコンのペアリングを行う
起動画面

ペアリング画面に沿って
リモコンのペアリングを行う

(2)案内画面にそって各種設定を行う
言語選択

スキップしリモコンで設定

Wi-Fi接続
5GHz帯を推奨

ネットワークpwを入力

ログイン
(Google アカウントが必要)

ログインIDを入力

ログインpwを入力

利用規約の同意

Google サービスの同意

＊FWのアップデートの案内が出た場合は、それに従ってアップデートしてください。
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デバイス名設定

Google Play からアプリを入手

初期アプリのインストール選択

Google アシスタント
に話しかけよう

Dongle Qでは Android TVTM
をご利用いただけます

テレビにキャスト

“後で”を選択
(ここでは設定は不要です)

ホーム画面が起動し、各種VODなど様々なア
プリケーションをお楽しみいただけます。各VOD
は、お客様によるご契約が別途必要な場合が
あります。
補足
音声を楽しむ場合、音声コーデックSBCまたはAAC対応のブルートゥーススピーカをご購入ください。
設定からリモコンとアクセサリを選択

ペア設定する選択

スピーカのペアリングモードをON
にし、アクセサリを追加を選択

接続中

スピーカを探索し
スピーカ名が現れる

接続完了

6

2.3 ドングルの各種設定メニュー
メニュー
ネットワークとインターネット
アカウントとログイン
最近開いたアプリ
アプリを全て表示
アプリ
アプリの権限
特別なアプリアクセス
セキュリティと制限
システムアップデート
デバイス名
リセット
ステータス
法的情報
デバイス
情報

デバイス
設定

モデル名

モデル名（Dongle Q)が表示されます。

バージョン

OSのバージョンが表示されます。

Android セキュリティパッチレベル

セキュリティパッチの日付が表示されます。

カーネルバージョン
ビルド
SELinuxのステータス

カーネルバージョンが表示されます。
OSのビルド番号が表示されます。
適用内容が表示されます。

Netflix ESN

Netflixの識別番号が表示されます

Dongle Q SW version

ドングルのファームウェアのバージョンが表示されます。

日付の設定
時刻の設定

ネットワークから提供された時刻を使用します。OFF設定も可
能です。
自動設定をオフにした場合、日付の設定ができます。
自動設定をオフにした場合、時刻の設定ができます。

タイムゾーンの設定

タイムゾーンの設定ができます。

24時間表示の使用

24時間表示か12時間表示を選択できます。
言語が選択できます。
Gboardが表示されます。
現在のバージョンNoが表示されます
現在の言語設定が表示されます。異なる言語も設定できます。
利用規約webページが表在されます。
プライバシーポリシーwebページが表示されます。
オープンソースライセンス詳細のページが表示されます。
共有可否が選択できます。
バーチャルキーボード/Google音声入力設定ができます。

日付と時刻の自動設定
日付と
時刻

言語

内容
Wi-Fi設定／新しいネットワーク追加／イーサネット／プロキシ
設定/IP設が行えます
アカウント追加が出来ます
最近開いたアプリを全て表示します。
インストール済アプリを表示します。
表示される機能のアプリへの権限許可を設定ができます。
表示される機能を各アプリに設定ができます。
提供元不明のアプリの許可／アプリの確認の設定ができます。
システムの更新があるか確認できます。
デバイス名の変更と任意の名前の設定ができます。
工場出荷モードに戻せます。
IPアドレス／MACアドレス／Bluetoothアドレス／シリアル番
号／稼働時間の情報を確認できます。
オープンソースライセンス／Google 利用規約／システムの
webviewライセンス／広告の情報を確認できます。

現在のキーボード
Gboardの設定
言語
利用規約
キーボード
プライバシーポリシー
オープンソースライセンス
使用統計情報の共有
キーボードの管理
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サウンド

メニュー
システム音
形式の選択

ストレージ

デバイス
設定

チャンネルのカスタマイズ
動画のプレビューを有効にする
音声のプレビューを有効にする
設定
ホーム画面
アプリを並べ替え
ゲームを並べ替え
Android TV ホーム
Android TV のコアサービス
ON
アカウント
権限の表示
Google
アシスタント
検索対象のアプリ
セーフサーチ
オープンソースライセンス
キャストメディアを他のデバイスでも
操作
Chromecast
オープンソースライセンス
TM
built-in
バージョン番号
シリアル番号
スクリーンセーバー
スクリーンセー 起動までの時間
バー
デバイスをスリープ状態にする
今すぐ起動
現在地のステータス
位置情報
Android システム
Google
使用状況と診断
ディスプレイ
言語
ユーザ補助
字幕
文字サイズ
字幕スタイル
カスタム

内容
システム音のON/OFFが選択できます。
自動／なし、が選択できます。
内部ストレージ/内部ストレージ化した外部メモリ/外部接続外
部メモリの内容が表示されます。
ホーム画面にあるアプリの各種設定ができます。
ON/OFF設定ができます。
ON/OFF設定ができます。
アカウント追加画面に移行します。
ホーム画面のアプリの並びを変更できます。
ホーム画面のゲームアプリの並びを変更できます。
ライセンス文(英語長文)が表示されます。
ライセンス文(英語長文)が表示されます。
ON/OFFが設定できます。
初期に入力したアカウント名が表示されます。
ログイン画面からログインすれば権限が表示されます。
検索結果に表示するアプリを選択します。
セーフサーチ(不適切なコンテンツを除外)のON/OFF設定。
ライセンスリストが表示されます。
常時/キャスト中/なしの選択肢ができます。
ライセンスのリストが表示されます。
バージョン番号が表示されます。
シリアル番号が表示されます。
コンテンツの選択ができます。
起動までの時間が選択できます。
スリープ状態になる時間を選択できます。
スクリーンセーバーを確認できます。
Wi-Fiで現在地を推定する／OFFを選択できます。
システムの情報を確認できます。
システムの情報を確認できます。
使用状況と診断の可否を選択できます。
字幕表示のON/OFFが選択できます。
字幕の言語を選択できます。
字幕の大きさを選択できます。
字幕のスタイルを選択できます。
カスタム選択時は、字幕について各種設定ができます。
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ユーザ
補助

デバイス
設定

リモコンと
アクセサリ

Set up
remote
buttons

メニュー
高コントラスト テキスト
テキスト読み上げ
言語
エンジン Google の音声サービスの設
の設定 定
音声データをインストール
音声の速度
サンプルを再生
デフォルトの言語のステータス

内容
ON/OFFが選択できます。
Google の音声サービスが表示されます。
言語の設定ができます。
各種設定ができます。
各言語の音声データをインストールできます。
音声の速度を選択できます。
サンプル音声が再生されます。
デフォルト設定の言語が完全サポート対象と表示されます。

ユーザ補助機能のショートカッ
ON/OFFが選択できます。
ユーザ補助
トを有効にする
のショート
TalkBack(読み上げ機能)/スイッチアクセス(外部スイッチデ
カット
ショートカットサービス
バイスで操作)の選択ができます。
ON/OFFが選択できます。ONの場合、各種設定ができま
TalkBack
す。
再起動
動作がおかしい時に再起動できます。
Auto switch to
自動で適切な解像度を選択します。
Best resolution
Auto switchをOFFにすると、手動で解像度を選択できま
Screen Display Mode
す。
resoluti
Color Depth
Display
on
色深度設定のON/OFF設定ができます。
Settings
Color Space
色空間の設定を選択できます。
Settings
More
Screen position
画面サイズを調整できます。
CEC通信にてTVやモニタと同期して操作することができます。
CES Switch(CECを有効にする)/One key play(ONに
HDMI CEC
する)/Device auto power off(OFFにする)。
Dolby DRC mode
OFF/Line/RFの選択ができます。
Audio
Enable Dolby 7.1
Output
ON/OFFの選択ができます。
channel Passthrough
ブルートゥースデバイスをペアリングモードにして、アクセサリを
追加を押すとペアリングすることができます。
アクセサリを追加
スピーカの場合は、SBCまたはAAC対応のブルートゥースス
ピーカを購入してください。
TV、サウンドレシーバー、AVレシーバーのリモコン設定をドン
デバイスの追加
グルリモコンに追加することができます。
通常は自動で設定されています。デバイスを追加した場合に、
音量調整
追加設定ができます。
通常は自動で設定されています。デバイスを追加した場合に、
電源ボタン
追加設定ができます。
通常は自動で設定されています。デバイスを追加した場合に、
入力ボタン
追加設定ができます。

補足
1. これらデータは、予告なしに変更される場合があります。
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3. 技術仕様
ドングル
プラットフォーム
OS

AndroidTM 10

言語

マルチ言語

プリインストール
アプリケーション

Netflix, Google Play ストア, YouTube, Google Play ﾑｰﾋﾞｰ & TV,

音声操作

Google アシスタント

ハードウェア
チップセット

Amlogic S905Y2

RAM

2GB

ストレージ

eMMC 16GB

DC入力／消費電力

5V1A／5WMax

サイズ

本体:L77×W53×H15.5mm, HDMIケーブル長:40mm, HDMIコネ
クタ長さ:34.4mm

ネットワーク
無線LAN

802.11 b/g/n/a/ac 2.4G/5G(W52/W53.W56)

ブルートゥース

ブルートゥース® 4.2

ビデオ

デコーダ

VP9 Profile-2 up to 4Kx2K@60fps
H.265 HEVC MP-10@L5.1 up to 4Kx2K@60fps
AVS2-P2 Profile up to 4Kx2K@60fps
H.264 AVC HP@L5.1 up to 4Kx2K@30fps
H.264 MVC up to 1080P@60fps
MPEG-4 ASP@L5 up to 1080P@60fps (ISO-14496)
WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080P@60fps
AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile up to
1080P@60fps
MPEG-2 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-13818)
MPEG-1 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-11172)
Real Video 8/9/10 up to 1080P@60fps

フォーマット

Support *.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat,
*.avi,*.mov, *.iso, *.mp4, *.rm, *.jpg, *.bmp, *.gif

ビデオ出力

HDMI 4K60Hz対応, HDCP2.2

対応解像度

4K,1080p/i, 720p
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ドングル
音声
フォーマット
静止画
フォーマット
その他
環境
規格
ライセンス
動作環境温度・相対湿度
保管環境温度・相対湿度
リモコン

MP3, WMA, RM, FLAC, OGG, M4A,MP4, AAC, APE, FLAC,
MP1/2
HEIF/HEVC(10bit), TIFF(8bit), JPEG, BMP, WebP, PNG
RoHS対応
技適、FCC、CE、NCC、BSMI
ブルートゥース®, DFS, Google, HDMI, HDCP
0~50℃ 20~80％結露無し
-20~70℃ 20~80％結露無し

接続

ブルートゥース®

ボイスコントロール

Google アシスタント

電源

単4乾電池2本

環境

RoHS対応

規格

技適、FCC、CE、NCC、BSMI

補足
1. これらデータは、予告なしに変更される場合があります。
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4. アフターサービスと製品保証

ご質問やサポートにつきしては、以下のJOLEDサービスセンターにお問い合わせ下さい。
メールアドレス: joled@seamless.co.jp
電話番号: 03-5676-6034
10:00～17:00（土・日・祝および年末年始を除く)
保証期間については、保証書を参照してください。
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5. トラブルシューティングと
よくある質問

画像の問題
画像が揺れる・画像が不明瞭

5.1 トラブルシューティング
このページではユーザーが解決できる問題につ
いて説明します。これらの解決策を試しても問
題が解決しない場合はJOLEDサービスセン
ターに連絡して下さい。

•

HDMIコネクタがモニタに正しく接続されてい
ることを確認してください。

•

ドングル用リモコンまたはスマホリモコンで、画
面上で、設定ーデバイス設定ー再起動を押
して再起動をしてください。

•

または、設定ーデバイス設定ーMoreー
DisplayーScreen resolutionでAuto
switch to Best resolutionを選択してい
るか確認してください。

ドングル全般の問題
表示されない
•

電源コードが電源コンセントとモニターの背
面に接続されていることを確認して下さい。

•

モニターの電源スイッチを押して下さい。

•

装着したモニタのリモコンで⑩USB機能を
ONにしているか確認して下さい。

•

HMDIコネクタがモニタに正しく接続されてい
ることを確認して下さい。

•

USB-OTGケーブルが正しく接続されている
か確認してください。

VODのコンテンツが表示されない
Wi-Fi接続を確認して、接続してない場合
は、接続をお願いします。5GHzの接続を推
奨します。

•

ドングル用リモコンまたはスマホリモコンで、画
面上で、設定ーデバイス設定ー再起動を押
して再起動をしてください。

音声が出ません。
•

煙や火花が見える
• 安全のため、すぐに電源から抜いて下さい。
•

•

JOLEDサービスセンターにすぐに連絡して
下さい。

セットとなるモニタはスピーカを備えていません。
お客様にてブルートゥーススピーカを購入の
上、P7に従って接続してください。音声コー
デックはSBCまたはAACに対応しています。

*さらにサポートが必要な場合はJOLED
サービスセンターに連絡して下さい。
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5.2 よくある質問
Q1:

Q5:

モニター画面に”信号入力なし”と表示
された場合はどうすれば良いですか？

回答: • 映像の負荷及びW-Fi接続の問題
で、止まることがあります。戻るボタン
かホームボタンを押して、現在のアプ
リを一旦終了し、再度、アプリを選
択してお楽しみください。

回答: • モニターの電源スイッチを押して下さ
い。
• 装着したモニタのリモコンで⑩USB
機能をONにしているか確認して下
さい。

• または設定メニューから再起動を選
択してください。

• HMDIコネクタがモニタに正しく接続
されていることを確認して下さい。

• Wi-Fi接続は5GHz帯の接続を推
奨します。

• USB-OTGケーブルが正しく接続さ
れているか確認してください。
Q2:

Q6:

解像度の変更はできますか？

どのようなブルートゥーススピーカを購入
すればよいですか？

回答: • SBCまたはAACの音声コーデック対
応のスピーカを購入ください。それ以
外のコーデックには対応していません。

回答: • 設定メニューからMoreーDisplayー
Screen solutionを選択して設定
してください。Auto switchを推奨
します。
Q3:

映像が止まってしまいました。

ドングルの最初のアカウント登録は
Google アカウントlが必須でしょうか？

*さらにサポートが必要な場合はJOLED
サービスセンターにご連絡ください。

回答: • はい、Google アカウントが必要となり
ます。アプリをインストールする時にも
必要となります。
Q4: 明るさ調整は可能でしょうか？
回答: • モニタリモコン、またはスマホリモコンで
調整できます。
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