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お客様･販売店様･特約店様用

壁掛けユニット
モニターを横置／横置前傾／横置後傾／	
縦置／縦置後傾で設置する際のご注意
お買い上げいただきありがとうございます。

お客様へ
本製品の取り付けには、確実な作業が必要になります。必ず、販売店や
工事店に依頼して、安全性に充分考慮して確実な取り付けを行ってくだ
さい。

安全のための注意事項を守らないと、	
火災や人身事故になることがあります。

この冊子には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いか
たを示しています。この冊子をよくお読みのうえ、製品を安全にお使
いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず
保管してください。

販売店様・特約店様へ
壁掛けユニットの取り付けには特別な技術が必要ですので、設置の際
には本冊子をよくご覧の上、設置を行ってください。取り付け不備や、
取り扱い不備、対応モデル以外でのご使用による事故、損傷については、
当社では責任を負いません。なお、この冊子は、取り付け作業後にお客
様にお渡しください。

対象モデル
FW-85BZ40H／ FW-75BZ40H／ FW-65BZ40H／ FW-55BZ40H
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下記の注意事項を守らないと火災・感電・転倒・
落下・破裂などにより死亡や大けがの原因と
なります。

SU-WL500の取扱説明書に記載してある取扱注意事項を
よくお読みください。
この取扱説明書に記載の設置方法で使用する時には壁掛
けユニットSU-WL450は絶対に使用しないでください。

周囲に間隔を空ける
モニターの周囲には、次の図に示す寸法の空きが必要です。
また次の図に示す向きでモニターを取り付けてください。

横長の場合

100 100

100

100

単位：mm

縦長の場合

100

100 100

100

単位：mm

モニターの通風孔をふさがない
設置の際、通風孔をテープなどでふさいでしまうと内部に熱がこ
もり、火災の原因となることがあります。

その他
•	LEDの周辺をテープ等でふさいでしまうと動作状況がわ
からなくなったり、リモコンが動作しなくなるおそれが
あります。
•	運搬の際は横長方向で保持し、設置する際には落下しな
いように注意してください。また、モニターに無理な力
を加えないでください。変形するおそれがあります。
•	本機は必ず35	℃以下でご利用ください。
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本書について
この取扱説明書では、SU-WL500を使用した通常の設置方法と傾斜に応じた設置方法について説明します。

横置の設置方法

4ページを参照してください。

前傾／後傾・縦置の設置方法

9ページを参照してください。

横置前傾20度 横置後傾20度

縦置前傾なし 縦置後傾20度
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横置の設置方法

1 マウンティングフックをモニターに取り付ける。

ご注意
•	電動ドライバーを使用する場合、締め付けトルクはおよそ1.5N・m｛15kgf・cm｝に設定してください。
•	未使用の部品は、安全な場所に保管しておいてください。

モデル名 ネジ位置 フック位置

FW-85BZ40H d,j a

FW-75BZ40H d,g b

FW-65BZ40H d,g b

FW-55BZ40H d,g b

ネジ位置
マウンティングフックをモニターに取り付ける場合

	 モニターにスタンドを取り付ける。
	 組み立て／設置ガイドをご参照ください。

	 モニター背面からネジを外す。

ご注意
•	取り外したネジは、お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。
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	 壁掛け用アタッチメント（モニターに付属）をモニター背面に取り付ける。
	 壁に対して平行になるように取り付けます。

1.5 N·m
{15 kgf·cm}

VS

VS

モニターに付属

壁掛け用
アタッチメント×4

	 4本のネジでマウンティングフックをモニターに取り付ける。

10 mm

ネジ *1

（+PSW 6×25）

*2

マウンティング
フック

*1	ネジ+PSW	6×25（別売）
*2	スペーサー×5（別売）
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2 取り付け位置を決める。

壁には充分なスペースがあることをご確認ください。取り付ける壁にはモニターの質量の4倍に耐えられる強度が
必要です。

モニターを壁掛けするときは、次の表を参照してください。モニターの質量については、モニターの取扱説明書を参
照してください。

画面の中心位置

単位：mm

モデル名
モニター寸法 画面中心寸法

取付角度による長さ

角度（0°）

FW-85BZ40H 1,899 1,089 -38* 511 145

FW-75BZ40H 1,674 961 -73* 412 144

FW-65BZ40H 1,450 833 -10* 411 142

FW-55BZ40H 1,231 710 53 411 142

*	取り付け位置は画面の中心位置よりも下になります。

ご注意
•	傾斜を付けない場合にのみ適用されます。
•	取り付け寸法は取り付け状態により若干異なることがあります。

3 ケーブル類をモニターに取り付ける。

ご注意
•	モニターを壁に取り付けた後は、接続端子を使用できません。
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4 スタンドをモニターから取り外す。
	 まず片側のスタンドを取り外す。
	 モニターを持ち上げてスタンドを外す際は、必ず1人がスタンドを両手でしっかりと持ってください。

	 同様にもう一方のスタンドを取り外す。

ご注意
•	スタンドの取り外しは、必ず3	人以上で行ってください。
•	スタンドをモニターから取り外すときは、力を入れすぎないようにしてください。モニターが落下し、けがをしたりモニターが破損したりする
場合がありますので、スタンドの取り扱いには充分に注意してください。
•	スタンドを取り外すためにモニターを持ち上げる際、スタンドが落下してけがをする場合がありますので、注意してください。
•	スタンドをモニターから取り外すときは、スタンドが落下してキャビネットや床などを傷つけないように注意してください。
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5 モニターを壁に取り付ける。

モデル名 フック位置

FW-85BZ40H a

FW-75BZ40H b

FW-65BZ40H b

FW-55BZ40H b

フック位置
モニターをベースブラケットに取り付ける場合

a
b
c
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前傾／後傾・縦置の設置方法
設置方法は以下の4種類です。モニターの種類により設置できない場合もあります。
下記をご確認いただきそれぞれの設置方法に沿った取り付け作業を行ってください。

A：横置前傾20度 B：横置後傾20度 C：縦置前傾なし D：縦置後傾20度

設置の際には別売の壁掛けユニットSU-WL500をご使用ください。また取付方法により別売のスペーサーおよびネジをご
使用ください。スペーサーおよびネジのお求めについては、下記の法人向けBRAVIAサイトをご覧ください。
https://www.sony.jp/bravia-biz/support/

モデル名 設置方法*1 スペーサー *2
壁掛けユニット

品名 個数

FW-85BZ40H
FW-75BZ40H
FW-65BZ40H
FW-55BZ40H

A 

SU-WL500 1
B 

C 

D 

*1	記載がない設置方法では取り付けることができません。
*2			のついたモニターを設置する場合、以下のスペーサーとネジを使用してください。	
スペーサー：ソニー部品番号7-688-000-32、平座金外径Φ18mm、内径Φ10mm、厚さ2mm、20個	
ネジ：ソニー部品番号4-577-326-01、PSW	M6×25mm、4個（1袋）
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A：横置前傾20度の設置方法

手順1：	取り付けに必要な部品を	
確認する

SU-WL500の取扱説明書の手順1にしたがって確認してく
ださい。

手順2：	取り付け位置を決める

SU-WL500の取扱説明書の手順2にしたがって取り付け位
置を決めてください。モニター取り付け寸法表は本冊子の
21ページをご覧ください。

手順3：	ベースブラケットを壁に	
取り付ける

SU-WL500の取扱説明書の手順3にしたがって取り付けて
ください。

手順4：	モニターの取り付け準備をする

電動ドライバーを使用する場合、締め付けトルクはおよ
そ1.5N・m｛15kgf・cm｝に設定してください。
マウンティングフックのネジ留め（左右各2本）が完了
する前に、マウンティングフックを持ち上げないでくだ
さい。マウンティングフックやモニターのキャビネッ
トが変形する場合があります。

1 モニターにスタンドを取り付ける。
組み立て／設置ガイドをご参照ください。

2 モニター背面からネジを外す。

ご注意
•	 取り外したネジは、お子様の手の届かない安全な場所に保管してくだ

さい。スタンドを再度モニターに付ける場合は、必ず保管しておいた

ネジで元の場所へ取り付けてください。

3 23ページのネジ・フック位置一覧表を参照して
ネジ穴位置を確認し、マウンティングフックをモニ
ター背面に固定する。
	 壁掛け用アタッチメント（モニターに付属）を壁に対
して平行になるようにモニター背面に取り付ける。	

VS

1.5 N·m 
{15 kgf·cm}

VS

モニターに付属

壁掛け用
アタッチメント×4

	 マウンティングフックを付属のネジ（＋PSW	6×25）
4本で仮留めをする。

	 モニターに均一に固定されるようにしっかり締め付
ける。

10 mm

ネジ *1

（+PSW 6×25）

*2

マウンティング
フック

*1	ネジ+PSW	6×25（別売）
*2	スペーサー×5（別売）



11

4 付属の六角レンチを使ってマウンティングフック
のアームの角度を調整する。
角度調整（以下）を行ってください。その後に左右の
アームベースのネジがしっかりと留まっているか確認
してください。
	 マウンティングフックのアームベースから左右各
２本のネジを外し、変えたい角度の穴を決める（20˚）。

	 上のアームと下のアームを角度に合わせてネジ
穴を調整し、手順で外したネジで両方のアームを
しっかりと固定する。

六角レンチ

ご注意
•	左右のアームは必ず同じ角度に調整してください。
•	アームがしっかりとネジ留めされているかを確認してくださ
い。

アームの角度調整の際は、指をはさまないようにご注意くださ
い。

5 スタンドをモニターから取り外す。
	 片側のスタンドを取り外す。
	 モニターを持ち上げてスタンドを外す際は、必ず1人
がスタンドを両手でしっかりと持ってください。

	 同様にもう一方のスタンドを取り外す。

ご注意
•	スタンドの取り外しは、必ず3人以上で行ってください。
•	スタンドをモニターから取り外すときは、力を入れすぎないよ
うにしてください。モニターが落下し、けがをしたりモニター
が破損したりする場合がありますので、スタンドの取り扱いに
は充分に注意してください。
•	スタンドを取り外すためにモニターを持ち上げる際、スタンド
が落下してけがをする場合がありますので、注意してください。
•	スタンドをモニターから取り外すときは、スタンドが落下して
キャビネットや床などを傷つけないように注意してください。
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手順5：	モニターを壁に取り付ける

すべての作業が終わるまで、電源コードをコンセントに
つながないでください。機器などに電源コードをはさ
みこむと、ショートして感電する恐れがあります。
また、電源コードやモニターを足に引っかけると、転ん
でけがの原因となることがあります。

1 モニターに、付属の電源コードおよび接続ケーブル
をつなぐ。
モニターの背面に電源コードおよび接続ケーブルをつな
いでください。接続のしかたについては、モニターの取
扱説明書をご覧ください。

ご注意
•	モニターをベースブラケットにいったん取り付けると、ケーブ
ル類をつなげなくなります。
•	壁の中の配線、電気工事は専門業者にご依頼ください。

2 モニターをベースブラケットに取り付ける。
	 23ページのネジ・フック位置一覧表を参照して、
マウンティングフック上側にあるフックをベースブ
ラケットの所定の穴に掛ける。

	 モニターをしっかり持ちながら、ゆっくりおろす。

•	モニターは、必ず2人以上（85インチは3人以上）で持って移動
させてください。
•	運搬の際は横長方向で保持し、設置する際には落下しないよ
うに注意してください。また、モニターに無理な力を加えない
でください。変形するおそれがあります。

マウンティングフック

ベースブラケット

3 モニターとベースブラケットをSU-WL500に付属
のネジ（＋BVST4×12）で固定する。

ネジ
（+BVST 4×12）

ご注意
電動ドライバーを使用する場合、締め付けトルクはおよそ	
1.5N・m｛15kgf・cm｝に設定してください。

ネジをしっかりと締め付けてください。このネ
ジの締め付けが不充分だとモニターが上に押さ
れたとき、壁掛けユニットから外れ、落下による
けがの原因となります。

取り付け完了を確認する

SU-WL500の取扱説明書の手順にしたがって確認してく
ださい。

モニターを取り外すには
SU-WL500の取扱説明書の手順にしたがって取り外して
ください。
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B：横置後傾20度の設置方法

手順1：	取り付けに必要な部品を	
確認する

SU-WL500の取扱説明書の手順1にしたがって確認してく
ださい。

手順2：	取り付け位置を決める

SU-WL500の取扱説明書の手順2にしたがって取り付け位
置を決めてください。モニター取り付け寸法表は本冊子の
21ページをご覧ください。

手順3：	ベースブラケットを壁もしくは
設置する台に取り付ける

SU-WL500の取扱説明書の手順3にしたがって取り付けて
ください。

手順4：	モニターの取り付け準備をする

電動ドライバーを使用する場合、締め付けトルクはおよ
そ1.5N・m｛15kgf・cm｝に設定してください。
マウンティングフックのネジ留め（左右各2本）が完了
する前に、マウンティングフックを持ち上げないでくだ
さい。マウンティングフックやモニターのキャビネッ
トが変形する場合があります。

1 モニターにスタンドを取り付ける。
組み立て／設置ガイドをご参照ください。

2 モニター背面からネジを外す。

ご注意
•	 取り外したネジは、お子様の手の届かない安全な場所に保管してくだ

さい。スタンドを再度モニターに付ける場合は、必ず保管しておいた

ネジで元の場所へ取り付けてください。

3 23ページのネジ・フック位置一覧表を参照して
ネジ穴位置を確認し、マウンティングフックをモニ
ター背面に固定する。
	 壁掛け用アタッチメント（モニターに付属）を壁に対
して平行になるようにモニター背面に取り付ける。	

VS

1.5 N·m 
{15 kgf·cm}

VS

モニターに付属

壁掛け用
アタッチメント×4

	 マウンティングフックを付属のネジ（＋PSW	6×25）
4本で仮留めをする。

	 モニターに均一に固定されるようにしっかり締め付
ける。

10 mm

ネジ *1

（+PSW 6×25）

*2

マウンティング
フック

*1	ネジ+PSW	6×25（別売）
*2	スペーサー×5（別売）
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4 左右のアームベースのネジがしっかりと留まっ
ているか確認する。

ご注意
•	アームがしっかりとネジ留めされているかを確認してくださ
い。

5 スタンドをモニターから取り外す。
	 片側のスタンドを取り外す。
	 モニターを持ち上げてスタンドを外す際は、必ず1人
がスタンドを両手でしっかりと持ってください。

	 同様にもう一方のスタンドを取り外す。

ご注意
•	スタンドの取り外しは、必ず3人以上で行ってください。
•	スタンドをモニターから取り外すときは、力を入れすぎないよ
うにしてください。モニターが落下し、けがをしたりモニター
が破損したりする場合がありますので、スタンドの取り扱いに
は充分に注意してください。
•	スタンドを取り外すためにモニターを持ち上げる際、スタンド
が落下してけがをする場合がありますので、注意してください。
•	スタンドをモニターから取り外すときは、スタンドが落下して
キャビネットや床などを傷つけないように注意してください。
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手順5：	モニターを壁に取り付ける

すべての作業が終わるまで、電源コードをコンセントに
つながないでください。機器などに電源コードをはさ
みこむと、ショートして感電する恐れがあります。
また、電源コードやモニターを足に引っかけると、転ん
でけがの原因となることがあります。

1 モニターに、付属の電源コードおよび接続ケーブル
をつなぐ。
モニターの背面に電源コードおよび接続ケーブルをつな
いでください。接続のしかたについては、モニターの取
扱説明書をご覧ください。

ご注意
•	モニターをベースブラケットにいったん取り付けると、ケーブ
ル類をつなげなくなります。
•	壁の中の配線、電気工事は専門業者にご依頼ください。

2 モニターをベースブラケットに取り付ける。
	 23ページのネジ・フック位置一覧表を参照して、
マウンティングフック上側にあるフックをベースブ
ラケットの所定の穴に掛ける。

	 モニターをしっかり持ちながら、ゆっくりおろす。

•	モニターは、必ず2人以上（85インチは3人以上）で持って移動
させてください。
•	運搬の際は横長方向で保持し、設置する際には落下しないよ
うに注意してください。また、モニターに無理な力を加えない
でください。変形するおそれがあります。

マウンティングフック

ベースブラケット
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3 モニターとベースブラケットをSU-WL500に付属
のネジ（＋BVST	4×12）で固定する。

ネジ
（+BVST 4×12）

ご注意
電動ドライバーを使用する場合、締め付けトルクはおよそ	
1.5N・m｛15kgf・cm｝に設定してください。

ネジをしっかりと締め付けてください。このネ
ジの締め付けが不充分だとモニターが上に押さ
れたとき、壁掛けユニットから外れ、落下による
けがの原因となります。

取り付け完了を確認する

SU-WL500の取扱説明書の手順にしたがって確認してく
ださい。

モニターを取り外すには
SU-WL500の取扱説明書の手順にしたがって取り外して
ください。
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C：縦置前傾なし、D：縦置後傾20度の設置方法

手順1：	取り付けに必要な部品を	
確認する

SU-WL500の取扱説明書の手順1にしたがって確認してく
ださい。

手順2：	取り付け位置を決める

SU-WL500の取扱説明書の手順2にしたがって取り付け位
置を決めてください。モニター取り付け寸法表は本冊子の
21ページをご覧ください。

手順3：	ベースブラケットを壁もしくは
設置する台に取り付ける

SU-WL500の取扱説明書の手順3にしたがって取り付けて
ください。

手順4：	モニターの取り付け準備をする

電動ドライバーを使用する場合、締め付けトルクはおよ
そ1.5N・m｛15kgf・cm｝に設定してください。
マウンティングフックのネジ留め（左右各2本）が完了
する前に、マウンティングフックを持ち上げないでくだ
さい。マウンティングフックやモニターのキャビネッ
トが変形する場合があります。

1 モニターにスタンドを取り付ける。
組み立て／設置ガイドをご参照ください。

2 モニター背面からネジを外す。

ご注意
•	 取り外したネジは、お子様の手の届かない安全な場所に保管してくだ

さい。スタンドを再度モニターに付ける場合は、必ず保管しておいた

ネジで元の場所へ取り付けてください。

3 23ページのネジ・フック位置一覧表を参照して
ネジ穴位置を確認し、マウンティングフックをモニ
ター背面に固定する。
	 壁掛け用アタッチメント（モニターに付属）を壁に対
して平行になるようにモニター背面に取り付ける。	

VS

1.5 N·m 
{15 kgf·cm}

VS

モニターに付属

壁掛け用
アタッチメント×4

	 マウンティングフックを付属のネジ（＋PSW	6×25）
4本で仮留めをする。

	 モニターに均一に固定されるようにしっかり締め付
ける。

10 mm

ネジ *1

（+PSW 6×25）

*2

マウンティング
フック

*1	ネジ+PSW	6×25（別売）
*2	スペーサー×5（別売）
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4 左右のアームベースのネジがしっかりと留まっ
ているか確認する。

ご注意
•	アームがしっかりとネジ留めされているかを確認してくださ
い。

5 スタンドをモニターから取り外す。
	 片側のスタンドを取り外す。
	 モニターを持ち上げてスタンドを外す際は、必ず1人
がスタンドを両手でしっかりと持ってください。

	 同様にもう一方のスタンドを取り外す。

ご注意
•	スタンドの取り外しは、必ず3人以上で行ってください。
•	スタンドをモニターから取り外すときは、力を入れすぎないよ
うにしてください。モニターが落下し、けがをしたりモニター
が破損したりする場合がありますので、スタンドの取り扱いに
は充分に注意してください。
•	スタンドを取り外すためにモニターを持ち上げる際、スタンド
が落下してけがをする場合がありますので、注意してください。
•	スタンドをモニターから取り外すときは、スタンドが落下して
キャビネットや床などを傷つけないように注意してください。
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手順5：	モニターを壁に取り付ける

すべての作業が終わるまで、電源コードをコンセントに
つながないでください。機器などに電源コードをはさ
みこむと、ショートして感電する恐れがあります。
また、電源コードやモニターを足に引っかけると、転ん
でけがの原因となることがあります。

1 モニターに、付属の電源コードおよび接続ケーブル
をつなぐ。
モニターの背面に電源コードおよび接続ケーブルをつな
いでください。接続のしかたについては、モニターの取
扱説明書をご覧ください。

ご注意
•	モニターをベースブラケットにいったん取り付けると、ケーブ
ル類をつなげなくなります。
•	壁の中の配線、電気工事は専門業者にご依頼ください。

2 モニターをベースブラケットに取り付ける。
	 23ページのネジ・フック位置一覧表を参照して、
マウンティングフック上側にあるフックをベースブ
ラケットの所定の穴に掛ける。

	 モニターをしっかり持ちながら、ゆっくりおろす。

•	モニターは、必ず2人以上（85インチは3人以上）で持って移動
させてください。

FW-85BZ40H

FW-75BZ40H/65BZ40H/55BZ40H

•	運搬の際は横長方向で保持し、設置する際には落下しないよ
うに注意してください。また、モニターに無理な力を加えない
でください。変形するおそれがあります。

C：縦置前傾なし

マウンティングフック

ベースブラケット
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D：縦置後傾20度

マウンティングフック
ベースブラケット

3 モニターとベースブラケットをSU-WL500に付属
のネジ（＋BVST	4×12）で固定する。

C：縦置前傾なし

ネジ
（+BVST 4×12）

D：縦置後傾20度

ネジ
（+BVST 4×12）

ご注意
電動ドライバーを使用する場合、締め付けトルクはおよそ	
1.5N・m｛15kgf・cm｝に設定してください。

ネジをしっかりと締め付けてください。このネ
ジの締め付けが不充分だとモニターが上に押さ
れたとき、壁掛けユニットから外れ、落下による
けがの原因となります。

取り付け完了を確認する

SU-WL500の取扱説明書の手順にしたがって確認してく
ださい。

モニターを取り外すには
SU-WL500の取扱説明書の手順にしたがって取り外して
ください。
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モニター取り付け寸法表

本製品にモニターを取り付けると、それぞれ下記寸法表に記載の数値になります。この寸法表を参考に壁に取り付ける位置
を決めてください。

A：横置前傾20度	
B：横置後傾20度

画面の中心位置

単位：mm

モデル名
モニター寸法

取付角度による長さ

前傾20度 後傾20度

FW-85BZ40H 1,899 1,089 38 479 467 1,026 511 392 1,046 145

FW-75BZ40H 1,674 961 -73* 383 457 906 412 349 925 144

FW-65BZ40H 1,450 833 10 386 411 785 411 304 804 142

FW-55BZ40H 1,231 710 53 390 369 670 411 270 688 142

*	取り付け位置は画面の中心位置よりも下になります。
取り付け寸法は取り付け状態により若干異なることがあります。

取り付ける壁にはモニター質量の4倍に耐えられる強度を要します。
モニターの質量はモニター本体付属の取扱説明書をご覧ください。
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C：縦置前傾なし	
D：縦置後傾20度

画面の中心位置

単位：mm

モデル名
モニター寸法 画面中心寸法

取付角度による長さ

前傾なし 後傾20度

        

FW-85BZ40H 1,089 1,899 171 209 341 1,120 145 670 1,787

FW-75BZ40H 961 1,674 121 194 292 958 144 464 1,619

FW-65BZ40H 833 1,450 121 130 291 845 142 405 1,402

FW-55BZ40H 710 1,231 121 69 291 736 142 452 1,159

取り付け寸法は取り付け状態により若干異なることがあります。

取り付ける壁にはモニター質量の4倍に耐えられる強度を要します。
モニターの質量はモニター本体付属の取扱説明書をご覧ください。
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ネジ・フック位置一覧表

モデル名
A：横置前傾20度 B：横置後傾20度 C：縦置前傾なし D：縦置後傾20度

ネジ位置 フック位置 ネジ位置 フック位置 ネジ位置 フック位置 ネジ位置 フック位置

FW-85BZ40H d,j a d,j a d,j a d,j a

FW-75BZ40H d,g b d,g b d,g b d,g b

FW-65BZ40H d,g b d,g b d,g b d,g b

FW-55BZ40H d,g b d,g b d,g b d,g b

ネジ位置
マウンティングフックをモニターに取り付ける場合

フック位置
モニターをベースブラケットに取り付ける場合

a
b
c


