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接続機器を使う

その他

調整・設定をする
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に接続する
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詳しくは、本体背面の製品ラベルをご確認下さい。
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誤って消さないように保護する

繰返し再生の設定を変える

番組を並べ替える

ほかの機器を選択する

連ドラ予約をする

USBハードディスクの残量を確認する

入力切換時に画面に表示される機器名を
設定する
使用しない外部入力をスキップする

HDMI入力のRGBレンジを設定する

ビデオ入力の音声入力を設定する

HDMI連動機能でできること

HDMI連動機能について

オーディオ機器のスピーカーで聴く

オーディオ機器の音声を設定する

接続例

アナログ音声入力端子付のオーディオ機器で
聴くとき

デジタル音声（光）端子付のオーディオ機器で
聴くとき
HDMI連動対応のオーディオ機器で聴くとき

 

録画リストのさまざまな機能を使う

グループ名を変更する
ほかのグループに移動する

 

録画番組を他の録画機器にムーブする

外部機器を接続する

外部入力の機能を設定する

オーディオ機器で聴く

HDMI連動について

本機のリモコンでHDMI連動機器を
操作するための設定をする

 

録画機器を使う

接続機器を使う
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録画・予約機能について

録画用USBハードディスクの接続をする

USBハードディスクの設定をする

録画の基本的な設定をする

番組を録画する

番組表で予約をする

連続ドラマを予約する
日時を指定して予約をする／番組を･
検索して録画・予約をする

録画予約や連ドラ予約の設定を変更するとき
予約の確認・変更・取消しをする
予約・録画の優先順位と予約の動作について

録画した番組を再生する

見たい録画番組を探して再生する
不要な録画番組を消す／誤って消さない
ように保護する

番組表で簡単に予約する（一発予約）

内容を確認して録画・予約する

メッセージが表示された場合

マルチ表示の番組表で予約するとき

日時を指定して予約をする

番組を検索して録画・予約をする

予約・録画の優先順位について

予約の動作について

再生の基本操作とさまざまな再生のしかた

録画番組の再生中にできるリモコン操作

録画番組の情報や番組説明を見る

録画番組を修復する

一つの録画番組を消す

複数の録画番組を消す

グループ内の録画番組をすべて消す

自動的に消す（自動削除設定）

録画できる機器と番組

接続・設定と録画前の準備

USBハードディスクを接続する

USBハードディスクを本機に登録する

USBハードディスクの設定をする

録画に使用する機器を設定する
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IPアドレス設定

DNS設定

プロキシ設定

インターネットを利用するための設定を
する

本機をインターネットに接続したときに
できること
接続のしかた

インターネットを利用するための
接続をする

インターネットに接続する

調整・設定をする

その他

MACアドレス

接続テスト

電波の強さ（信号強度）を確認する

アンテナを調整する

郵便番号と地域を設定する

災害発生時に文字情報を表示させる

ルート証明書の番号を確認する

制限するために暗証番号を設定する

録画・見る

注意事項

番組の視聴を制限する

ソフトウェアの更新機能について

ソフトウェアの自動ダウンロードについて

ソフトウェアのバージョンを確認するには

BS・110度CS用アンテナの電源供給の
設定を変更する

地上デジタルチャンネルを自動で設定する

チャンネルをお好みに手動で設定する

視聴しないチャンネルをスキップする

チャンネル設定を最初の状態に戻すには

バックライト

コントラスト

黒レベル

色の濃さ

色あい

シャープネス

詳細調整

音声調整

バランス

お好みの映像モードを選ぶ
お好みの映像を調整する

お好みの音声に調整する

チャンネルを追加したり設定を変更したり
するとき

アンテナを調整する

データ放送の設定をする

お知らせを見る
miniB-CASカード情報を確認する
ライセンスおよび商標などについて
対応フォーマット
使われるソフトウェアのライセンス情報

こんな場合は故障ではありません

本機で使われるフリーソフトウェア
コンポーネントに関するエンドユーザー
ライセンスアグリーメント原文（英文）

症状に合わせて解決法を調べる
エラーメッセージが表示されたとき
ダブルチューナー裏録について

ご使用上のお願いとご注意

データ放送用メモリーの割当画面が
表示されたら
お買い上げ時の設定に戻すには
（ 設定内容を初期化するには）
視聴できる番組を制限する

ソフトウェアを更新する
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誤って消さないように保護する

繰返し再生の設定を変える

番組を並べ替える

ほかの機器を選択する

連ドラ予約をする

USBハードディスクの残量を確認する

入力切換時に画面に表示される機器名を
設定する
使用しない外部入力をスキップする

HDMI入力のRGBレンジを設定する

ビデオ入力の音声入力を設定する

HDMI連動機能でできること

HDMI連動機能について

オーディオ機器のスピーカーで聴く

オーディオ機器の音声を設定する

接続例

アナログ音声入力端子付のオーディオ機器で
聴くとき

デジタル音声（光）端子付のオーディオ機器で
聴くとき
HDMI連動対応のオーディオ機器で聴くとき

 

録画リストのさまざまな機能を使う

グループ名を変更する
ほかのグループに移動する

 

録画番組を他の録画機器にムーブする

外部機器を接続する

外部入力の機能を設定する

オーディオ機器で聴く

HDMI連動について

本機のリモコンでHDMI連動機器を
操作するための設定をする

 

録画機器を使う

接続機器を使う
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録画・予約機能について

録画用USBハードディスクの接続をする

USBハードディスクの設定をする

録画の基本的な設定をする

番組を録画する

番組表で予約をする

連続ドラマを予約する
日時を指定して予約をする／番組を･
検索して録画・予約をする

録画予約や連ドラ予約の設定を変更するとき
予約の確認・変更・取消しをする
予約・録画の優先順位と予約の動作について

録画した番組を再生する

見たい録画番組を探して再生する
不要な録画番組を消す／誤って消さない
ように保護する

番組表で簡単に予約する（一発予約）

内容を確認して録画・予約する
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マルチ表示の番組表で予約するとき

日時を指定して予約をする

番組を検索して録画・予約をする

予約・録画の優先順位について

予約の動作について

再生の基本操作とさまざまな再生のしかた

録画番組の再生中にできるリモコン操作

録画番組の情報や番組説明を見る

録画番組を修復する

一つの録画番組を消す

複数の録画番組を消す

グループ内の録画番組をすべて消す

自動的に消す（自動削除設定）

録画できる機器と番組

接続・設定と録画前の準備

USBハードディスクを接続する

USBハードディスクを本機に登録する

USBハードディスクの設定をする

録画に使用する機器を設定する

 

35 48
48
49
49
49
50
51

51
51
51
51
51
52
52
52
52
52
52
53
54
55

35
35
36
36
37
37
37
39
39
40
41
41
41
41
42
43
44

44
44
45
46
47
47
47

56 60
60
61
61

62
62
62

56
57

58

58
59
59

59
59
59

････････････････････ ･･････････････････
･･･
･････

･･････････
･････････････････････

･･･････････
･････

･･･････････････････
･･･････････････････

･････････
･････････････
････････････
･････････

･･･････････････
･･･････････････････････

･･･････････････････
･･･････････････････････

･･･････
････････････････････
･････････････････

･･･････

････････････････････
･････････････････

･･･････
･････････････
･････････････

･････････
････････････

･･････････････････
･･････････････

････････････････････････････
････････････････････････

･････････
･････････････

･･･････････････
･･････････

･･････････････････････
･････････

･･･
････････････

･･･

･･････････････
･･･････････････････････

･･･････････････････････ ････････････････････････
･･･････････････

･･････････････････
･･････････

･････････････････････
･････････
･･････････

･････････････････････････････････
･･･

････
･･････････････････

･･･････

･･････････
･･･････････
････････････

････････････
･････････････････

4

IPアドレス設定

DNS設定

プロキシ設定

インターネットを利用するための設定を
する

本機をインターネットに接続したときに
できること
接続のしかた

インターネットを利用するための
接続をする

インターネットに接続する

調整・設定をする

その他

MACアドレス

接続テスト

電波の強さ（信号強度）を確認する

アンテナを調整する

郵便番号と地域を設定する

災害発生時に文字情報を表示させる

ルート証明書の番号を確認する

制限するために暗証番号を設定する

録画・見る

注意事項

番組の視聴を制限する

ソフトウェアの更新機能について

ソフトウェアの自動ダウンロードについて

ソフトウェアのバージョンを確認するには

BS・110度CS用アンテナの電源供給の
設定を変更する

地上デジタルチャンネルを自動で設定する

チャンネルをお好みに手動で設定する

視聴しないチャンネルをスキップする

チャンネル設定を最初の状態に戻すには

バックライト

コントラスト

黒レベル

色の濃さ

色あい

シャープネス

詳細調整

音声調整

バランス

お好みの映像モードを選ぶ
お好みの映像を調整する

お好みの音声に調整する

チャンネルを追加したり設定を変更したり
するとき

アンテナを調整する

データ放送の設定をする

お知らせを見る
miniB-CASカード情報を確認する
ライセンスおよび商標などについて
対応フォーマット
使われるソフトウェアのライセンス情報

こんな場合は故障ではありません

本機で使われるフリーソフトウェア
コンポーネントに関するエンドユーザー
ライセンスアグリーメント原文（英文）

症状に合わせて解決法を調べる
エラーメッセージが表示されたとき
ダブルチューナー裏録について

ご使用上のお願いとご注意

データ放送用メモリーの割当画面が
表示されたら
お買い上げ時の設定に戻すには
（ 設定内容を初期化するには）
視聴できる番組を制限する

ソフトウェアを更新する
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誤って消さないように保護する

繰返し再生の設定を変える

番組を並べ替える

ほかの機器を選択する

連ドラ予約をする

USBハードディスクの残量を確認する

入力切換時に画面に表示される機器名を
設定する
使用しない外部入力をスキップする

HDMI入力のRGBレンジを設定する

ビデオ入力の音声入力を設定する

HDMI連動機能でできること

HDMI連動機能について

オーディオ機器のスピーカーで聴く

オーディオ機器の音声を設定する

接続例

アナログ音声入力端子付のオーディオ機器で
聴くとき

デジタル音声（光）端子付のオーディオ機器で
聴くとき
HDMI連動対応のオーディオ機器で聴くとき

 

録画リストのさまざまな機能を使う

グループ名を変更する
ほかのグループに移動する

 

録画番組を他の録画機器にムーブする

外部機器を接続する

外部入力の機能を設定する

オーディオ機器で聴く

HDMI連動について

本機のリモコンでHDMI連動機器を
操作するための設定をする

 

録画機器を使う

接続機器を使う

3

録画・予約機能について

録画用USBハードディスクの接続をする

USBハードディスクの設定をする

録画の基本的な設定をする

番組を録画する

番組表で予約をする

連続ドラマを予約する
日時を指定して予約をする／番組を･
検索して録画・予約をする

録画予約や連ドラ予約の設定を変更するとき
予約の確認・変更・取消しをする
予約・録画の優先順位と予約の動作について

録画した番組を再生する

見たい録画番組を探して再生する
不要な録画番組を消す／誤って消さない
ように保護する

番組表で簡単に予約する（一発予約）

内容を確認して録画・予約する

メッセージが表示された場合

マルチ表示の番組表で予約するとき

日時を指定して予約をする

番組を検索して録画・予約をする

予約・録画の優先順位について

予約の動作について

再生の基本操作とさまざまな再生のしかた

録画番組の再生中にできるリモコン操作

録画番組の情報や番組説明を見る

録画番組を修復する

一つの録画番組を消す

複数の録画番組を消す

グループ内の録画番組をすべて消す

自動的に消す（自動削除設定）

録画できる機器と番組

接続・設定と録画前の準備

USBハードディスクを接続する

USBハードディスクを本機に登録する

USBハードディスクの設定をする

録画に使用する機器を設定する
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IPアドレス設定

DNS設定

プロキシ設定

インターネットを利用するための設定を
する

本機をインターネットに接続したときに
できること
接続のしかた

インターネットを利用するための
接続をする

インターネットに接続する

調整・設定をする

その他

MACアドレス

接続テスト

電波の強さ（信号強度）を確認する

アンテナを調整する

郵便番号と地域を設定する

災害発生時に文字情報を表示させる

ルート証明書の番号を確認する

制限するために暗証番号を設定する

録画・見る

注意事項

番組の視聴を制限する

ソフトウェアの更新機能について

ソフトウェアの自動ダウンロードについて

ソフトウェアのバージョンを確認するには

BS・110度CS用アンテナの電源供給の
設定を変更する

地上デジタルチャンネルを自動で設定する

チャンネルをお好みに手動で設定する

視聴しないチャンネルをスキップする

チャンネル設定を最初の状態に戻すには

バックライト

コントラスト

黒レベル

色の濃さ

色あい

シャープネス

詳細調整

音声調整

バランス

お好みの映像モードを選ぶ
お好みの映像を調整する

お好みの音声に調整する

チャンネルを追加したり設定を変更したり
するとき

アンテナを調整する

データ放送の設定をする

お知らせを見る
miniB-CASカード情報を確認する
ライセンスおよび商標などについて
対応フォーマット
使われるソフトウェアのライセンス情報

こんな場合は故障ではありません

本機で使われるフリーソフトウェア
コンポーネントに関するエンドユーザー
ライセンスアグリーメント原文（英文）

症状に合わせて解決法を調べる
エラーメッセージが表示されたとき
ダブルチューナー裏録について

ご使用上のお願いとご注意

データ放送用メモリーの割当画面が
表示されたら
お買い上げ時の設定に戻すには
（ 設定内容を初期化するには）
視聴できる番組を制限する

ソフトウェアを更新する
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● 本機には以下の付属品があります。お確かめください。
● アンテナや外部機器などに接続するためのケーブルやコード、器具・機器・電池などは付属されておりません。
　機器の配置や端子の形状、使用環境などに合わせて適切な市販品を別途お買い求めください。

スタンド miniB-CAS（ミニビーキャス）カード
＊説明書に同梱しています。

説明書（本書）リモコン

1式
（ネジ4本）

1冊

1枚

リモコン1個
※乾電池は
付属して
おりません

付属品を確認する

付属品/名称 付属数 

 

付属品/名称 付属数 

 

 

  

6



各部のなまえ
前面

7

リモコン受光部スタンド

電源コード差込口

画面（液晶パネル）

警告表示

電源コードは本製品でのみ使用できます。他の製品には使用できません。
電源プラグは設備と電源との切断手段として、簡單に操作できる状態にしてください。

前面

前面背面



8

◇ご注意◇
長いネジを使用すると、内部の部品へダメージを与え製品を損傷します。

ネジ穴寸法は、400mm×200m mです。VESA規格に準じた金具が使用できます。
本機の重量は、14.2k gです 本機の重量に合った壁掛け金具を使用して下さい。。
取付ネジのサイズは、M6×12m m（4本）を使用して下さい。
ご使用の金具により、ネジが若干長い場合は、ワッシャーを入れて調整して下さい。

条件に合った金具を使用して下さい。

テレビ背面のVESA規格について

黄 白 赤
【通信LAN】
• インターネットにLANケーブルで接続をおこないます。

【USB（録画用）】
• USBハードディスクを接続して録画・再生ができます。

【入力HDMI1、2】
• 映像機器やHDMI連動対応のオーディオ機器を接続します。
※【入力HDMI3】…4K入力対応

【出力（光）デジタル音声】
・デジタル音声（光）端子付のオーディオ機器で聴く時、オーディオ
　用光デジタルケーブルで接続を行います。

【ビデオ入力】
• 映像機器を接続します。
• 黄（映像）赤（右音声）白（左音声）の３つで構成される端子です。
　ビデオ入力ケーブルで接続をおこないます。

HDMI3
（4K）

ヘッドホン

出力（光）
デジタル音声

入力

映像 左音声HDMI1/DVI/ARC

入力

USB
（録画用）通信LAN

チャンネル∧

チャンネル∨

音量+

音量－

入力切換

放送切換

電源

HDMI2 右音声

mini
B-CAS
カード

アンテナ入力
地上デジタル

アンテナ入力
BS/110度CS
アンテナ電源
DC15V/最大4W

上記の

前面本体操作ボタンと入出力端子
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●本書に記載している操作で使用するリモコンのボタンと、そのおもな機能は以下のとおりです。
　（ボタンによっては、通常の操作時と機能の異なるものがあります）
●詳しくは　　　内のページをご覧ください。（代表的なページを示しています）

●電源を入れる/ 待機にする・・・・・・・・・・・・・・・・・
●外部入力（HDMI1～3、ビデオ入力）機器の
　画面に切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●連動データ放送を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●オフタイマーを使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●放送の種類を切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●チャンネルを選ぶ（ワンタッチ選局）・・・・・・・・・・
●文字を入力する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●チャンネルを選ぶ（順次選局）・・・・・・・・・・・・・・・
●番組名や放送局名、放送時間などを見る・・・・・・
●音を消す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●メニューを表示させる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●音量を調節する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●録画リストを表示させる（再生する）・・・・・・・・・・
●番組表で番組を選ぶ（見る、予約する）・・・・・・・・
●メニューから選ぶ、決定する
●メニュー操作で一つ前の画面に戻る
●操作を終了する
●カラーボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・多様な用途があります
●再生をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●早送り、早戻し再生をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●ワンタッチリプレイ（少し戻す）・・・・・・・・・・・・・・
●ワンタッチスキップ（少し進む）・・・・・・・・・・・・・・
●録画や再生を停止させる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●再生を一時停止させる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●映像を静止させる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●録画をする/ 一発予約をする・・・・・・・・・・・・・・・・
●設定メニューを表示させる
●字幕を表示させる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●音声を切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

リモコン

14

29
28
33
18
18
34
18
21
18
20
18
48
22

48
49
49
49
48
48
31
40

31

31



デジタル放送の種類と特徴

アンテナを接続する

2003年12月から関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で開始され、2006年末までにその他の都道府県の県庁所在地で開始
された、地上波のUHF帯を使用したデジタル放送です。

●UHF帯の電波を使って行う放送で、高品質の映像と音声、さらにデータ放送が特徴です

●本機は「CATVパススルー対応」です  ケーブルテレビ局が再送信する地上デジタル放送を受信することができます。

地上デジタル放送

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●本機は以下のデジタル放送を受信することができます。

●受信にはBS・110度CS共用アンテナを使用します。

●BSデジタル放送
 　デジタル方式の放送衛星（BroadcastingSatellite：通称BS）を使用したデジタル衛星放送です。
　　 日本全国どこでも同じ放送を楽しむことができ、一部に視聴契約が必要な有料チャンネルがあります
　　 2種類のデータ放送（連動データ放送、独立データ放送）や双方向サービスがあります

●110度CSデジタル放送
　 BSデジタル放送の衛星と同じ東経110度に打ち上げられている通信衛星（CommunicationSatellite：通称CS）を利用して、
　 スカパー JSAT（株）が運用しているデジタル衛星放送です。
　　 さまざまなテレビ番組や専門チャンネル、データ放送などの多彩な放送があります
　　 多くのチャンネルで有料の視聴契約が必要です

※ アンテナ工事には技術と経験が必要です。
　アンテナの設置・調整については、お買い上げの販売店にご相談ください。

●アンテナや接続に必要なアンテナ線（同軸ケーブル）、混合器、分波器、分配器などは付属されておりません。機器の配置や端子
　の形状、受信する放送の種類（電波の種類）などに合わせて適切な市販品を別途お買い求めください。

●F型コネクターがネジ式のアンテナ線をおすすめします。
　差込式のものを使用する場合は、本機のアンテナ端子のネジ部分と確実に接触するものをご使用ください。接触が悪いと、受信
　できなかったり、ときどき映らなくなったりすることがあります。

●F型コネクターのピンが曲がっていないか確認してください。
　曲がったままで接続すると、折れたり、ショートしたりすることがあります。

●アンテナ線のF型コネクターは、ゆるまない程度に手で締めつけてください。
　工具などで締めつけすぎると、壁のアンテナ端子や本機のアンテナ入力端子、背面パネルが破損するおそれがあります。

●アンテナを接続するときは必ず本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

BSデジタル放送/110度CSデジタル放送

10

お願いとご注意
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UHFアンテナ線のつなぎかた

BS・110度CSデジタル用アンテナ線のつなぎかた
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①付属されているスタンド、ネジを確認します。

ネジ×4個
L⽤ ×1個 R⽤ ×1個

※各スタンドに、L、Rと記載されております。

②テレビを横置きにし、スタンド接続部を確認します。

③各スタンドを本体に装着して付属のネジでしっかり固定します。

※テレビ本体にもL、Rと記載されております。

※スタンドがぐらついてしまう場合は、ネジが奥まで入っていないと考えられます。
しっかり固定する仕様の為、ネジが途中で固くなってしまうことがあります。
強く押し込みながらネジを回して固定して下さい。
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黄色端子部

●miniB-CASカードを抜き差しするときは、本機の電源を切って、電源プラグをコンセントから抜いてください。
●金色端子部がよごれるとデジタル放送を受信できなくなることがあります。
　金色端子部に触れないようにご注意ください

●miniB-CASカードは説明書などが入った袋の中にあります。
●台紙（説明書）は裏面もよくお読みの上、大切に保管してください。

●乾いたきれいな手で取り扱ってください。
●金色端子部が指紋など、汚れてしまった場合は、乾いたきれいな柔らかい布で拭き取ってください。

miniB-CASカードを挿入する

 1 
 
2 miniB-CASロゴ印刷面を本体の背面側に向け、

角が欠けた方から差し込む
カチッと音が鳴るまで押し入れる

挿入のしかた



リモコンの準備をする

●お買い上げ時は電池が付属されておりません。
　別途、単四形乾電池2本をご用意ください。

●リモコンは、本体のリモコン受光部に向けて使用します。

●リモコン受光部に強い光を当てないでください。
　強い光が当たっていると、リモコンが動作しないことが
　あります。

●リモコン受光部とリモコンの間に障害物を置かないで
　ください。
　動作しなかったり、動作しにくくなったりします。

●リモコン受光部から
　　距離 ······5m以内
　　角度 ······左右30°以内、上下20°以内

リモコンについて

●落としたり、振りまわしたり、衝撃などを
　与えたりしないでください。

●水をかけたり、ぬれたものの上に置いた
　りしないでください

●分解しないでください。

●高温になる場所や湿度の高い場所に
　置かないでください。

●カバー上部のツメをカバー下部方向に押しながらすく
　い上げ、電池カバーを取りはずします。

●極性表示＋と－を確かめて、間違えないように入れます。

●カバー下部の突起をリモコン本体のみぞに差し込んで
　パチンと音がするまでカバー上部を押し込みます。

乾電池について

●乾電池の寿命はご使用状態によって
　変わります。リモコンが動作しにくくなったり、
　操作できる距離が短くなったりしたら2個とも
　新しい乾電池と交換してください

●使用済の乾電池は、地方自治体または
　お住まいの地域で定められた規則に
　従って廃棄してください

 

 1 

 
2 

 
3 
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電池カバーをはずす

乾電池を入れる

電池カバーを閉める

リモコンの使用範囲について乾電池を入れる



「はじめての設定」をする
「はじめての設定」について

※ B-CASカードが正しく挿入されていないと「はじめての設
定」ができません。あらかじめご確認ください。

※「電波の状態が良くありません。」のメッセージが表示された
ときは、受信状態が良くなってから「はじめての設定」をや
り直すとき　　　の操作で「はじめての設定」をやり直して
ください。

はじめて電源を入れたときに、
画面が表示されます。内容をよ

くお読みになり、 を押します。

「はじめて
の設定」

ここでは、本機を使用するのに必要な設定を下記の順に行いま
す。それぞれの設定方法は、各画面の説明をご覧ください。

（１）地上デジタルチャンネル設定
（２）郵便番号設定
（３）映像モード設定

はじめての設定

 

画面の説明を読んだら を押します。

「はじめての設定」の流れ
● 本機を使用できるようにするための基本的な設定をします。

① 地上デジタルチャンネル設定
お住まいの地域情報を設定することで、地上デジタル放送
の受信チャンネルが自動設定されます。

② 郵便番号設定
郵便番号を設定することで、お住まいの地域に密着したデー
タ放送（たとえば、地域の天気予報など）や緊急警報放送を
視聴できるようになります。

③ 映像モード設定
いくつか用意されている映像モードの中から選んで、お好
みのメニューに設定します。

①地上デジタルチャンネル設定

1

2

お住まいの地方を ▲･▼･　　  で選び、
　　を押す

お住まいの都道府県を ▲･▼･　  　 で
選び、　　を押す

3お住まいの地域を ▲･▼･　　   で選び、　　を押す

●

●

 地上デジタル放送のチャンネルを設定します。
同時にデータ放送の地域も設定されます。

お住まいの地域名が表示されないときは、
近くの地域名を選びます。

る
見
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● 初期スキャンが自動的に始まります。終了するまで
しばらくお待ちください。（初期スキャンが終了する
と手順5 の画面が表示されます）

画面の説明を読み、　　で「はい」を選ん
で　　を押す4

▲▼

・

▼ ▲

・

▼ ▲

・

▼ ▲

・

13

75



● 画面は、リモコンのワンタッチ選局ボタンに設定され
た地上デジタル放送の放送局を一覧で示しています。

● 「 チャンネル」の欄の「テレビ」は、テレビ放送チャン
ネルが設定されたことを意味します。（データ放送チャン
ネルなどは設定されていません）

お住まいの地域の郵便番号を　　 ～ 　　で
入力し、　を押す

地上デジタル放送チャンネルの設定内容
を確認し、　を押す

お好みの映像メニューを▲・▼で選び、
を押す

■「地上デジタルチャンネル設定」について
● 「はじめての設定」または「初期スキャン」 をすることで、地上デジタル放送の受信可能なチャンネルを本機が探し、リモコン
の ～ に自動設定します。（「はじめての設定」または「初期スキャン」をしないと、地上デジタル放送は受信できません）

■ 地方と地域の設定について
● チャンネルの自動設定は、「はじめての設定」で設定された地方、地域に基づいて行われます。
● チャンネル設定の地域は必ずしもお住まいの地域とは限らないため、地域に密着したデータ放送を視聴するために郵便番号を設定
します。

 

1

1

　　　を押し、▲・▼と　　で「設定」⇨「初期
設定」⇨「はじめての設定」の順に進む

画面の説明を読んで、　を押す

1

2
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②郵便番号設定

③映像メニュー設定

● 設定された内容を変更する場合は、「はじめての設
定」がすべて終了したあとで、「チャンネルをお好み
に手動で設定する」　　　の操作をしてください。

● 「地上デジタルチャンネル設定」が終わると、「郵便番
号設定」の画面が表示されます。

● お住まいの地域に密着したデータ放送（地域の天気予報や
ニュースなど）を視聴するための設定です。

● 郵便番号を設定することで、地域が指定されます。

 ● 「 0」は　　で入力します。

 ● 間違えて入力したときは、　でカーソルを戻してか
らもう一度入力します。

 ● 郵便番号入力で、上3ケタを入力して　　を押すと残
りの4ケタは自動的に「0」が入力されます。

 ● 「 郵便番号設定」が終わると「映像メニュー設定」の
　画面が表示されます。

 ● 本機にはいくつかの「映像メニュー」が用意されています。
メニューを選択したときに画面に表示される説明を読んで、
お好みの映像メニューに設定してください。

「はじめての設定」をやり直すとき

 ●

●

 「 はじめての設定」をしてもアンテナ接続の不具合などで地
上デジタル放送が映らなかった場合は、不具合の対処をし
たあとで、「はじめての設定」をやり直すことができます。

● ワンタッチ選局ボタンのチャンネル設定を手動でお
好みに設定したあとで「はじめての設定」をやり直す
と、手動で設定した内容が消去されます。その場合
は、もう一度チャンネルボタン設定をしてください。

● 県外への転居などで「はじめての設定」をやり直した
場合は、データ放送用メモリーの割当画面が表示さ
れることがあります。その場合は、「データ放送用メ
モリーの割当画面が表示されたら」を参照して設定
してください。

● データ放送を視聴している状態で「はじめての設定」
をやり直した場合、放送によっては設定終了後その
ままの状態では設定内容は反映されません。設定終
了後に再度データ放送を選局し直してください。

 「 はじめての設定」の説明画面が表示されます。

5

ゲーム/PC

▲

71

16



 

　　を押し、▲・▼と　　で「その他の操
作」⇨「アンテナレベル表示」の順に進む1

アンテナレベルを確認したら、　  を押す2
以下の確認や処置をする3

地上デジタル放送の場合は、「初期スキャ
ン」　　の操作をする
（または「はじめての設定」をやり直す）

4
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テレビが正しく映らないとき

● 以下は代表的な事例です。「こんなときは」　　　をご
覧ください。

● 正しく受信できないデジタル放送のチャンネルで以下の
操作をして、アンテナレベルの数値を確認してください。

● アンテナレベルの画面が表示されます。

● アンテナレベルが低い場合は、アンテナが正しく接
続されているか確認します。

● 症状が改善されない場合は、アンテナの交換や方向
調整が必要になることがあります。お買い上げの販
売店にご相談の上、「アンテナを調整する」　　　
を参照して、アンテナレベルを確認しながらアンテ
ナの方向を調整してください。

● 地上デジタル放送を視聴するために、ケーブルテレ
ビ放送（CATV）やマンションなどの共聴システムを
ご利用の場合は、パススルー方式での地上デジタル
放送受信に対応しているか、ご契約のケーブルテレ
ビ会社や共聴システムの管理者にそれぞれお問い合
わせください。

 ※ 「 はじめての設定」のワンタッチ選局ボタンにチャンネ
ルが全く設定されなかった場合は、地上デジタル放送で
以下の操作はできません。その場合は「電波の強さ（信号
強度）を確認する」　　　で確認してください。

85

69

16

69
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テレビ番組を楽しむ

● 視聴できるデジタル放送のチャンネルやワンタッチ選局ボタンの番号は、番組表 で確認することができます。
● ～ でワンタッチ選局ができるのは以下のとおりです。（「チャンネルをお好みに手動で設定する」 で変更できます）

で各ボタンに登録されたチャンネル

 一つの放送局が複数のチャンネルで異なった番組を放送している場合、その放送局のチャンネルボタンを繰り返し押せばチャンネ
ルを順番に選局できます。

● 枝番のついた放送一覧は、地上デジタル放送で隣接地域の同じチャンネル番号の放送を複数受信できたときに表示されます。
 

リモコンで番組を選ぶ

1 

2 チャンネルを選ぶ（選局する）● 以下の3とおりの選局方法があります

● でチャンネルが順次に切り換わります。

● チャンネル番号は番組表で確認できます。

❶ を押し、 と で「その他の操作」⇨「チャンネル番号入力」と進む

❷ でチャンネル番号を入力する
 103チャンネルを選ぶ場合⇨ の順に押します。（「0」は で入
力） 入力した番号を消すには、 を押します。

を使った入力ができます。例 →300番台の最小チャンネル

■ 枝番のついた放送一覧が表示されたとき
 で選んで を押すか、 ～
で枝番を指定して選びます。

ワンタッチ選局ボタンで選局する（ワンタッチ選局）

チャンネルチャンネル ＞・ ＜ボタンで選局する（順次選局）

チャンネル番号を入力して選局する（ダイレクト選局）

● 録画中の場合、チャンネル切換は、録画中のチャンネルのみに制限され切り換えられません。

、　　、　　で放送の種類を選ぶ
● 今見ている放送と同じ種類の放送を見る場合は、この操作は不要です。

● ワンタッチ選局ボタン で選局します。（下の「お知らせ」をご覧ください）

 視聴中の放送の種類に応じて、画面の右上に 地デジ－－－、BS－－－ 、CS－－－ のどれ
かで表示されます。

 を押したとき→各ボタンにあらかじめ登録されているチャンネル
 を押したとき→110度CSデジタル放送の一部のチャンネル（ と のみ）

 を押したとき→「はじめての設定」

 放送の種類は、　　を押して選ぶことができます。

● 視聴制限のある番組の視聴には視聴制限設定が必要です。詳しくは「視聴できる番組を制限する」 をご覧ください。

18

~

~

❶ リモコンの　　　を押す

❶ リモコンの　　　を押す

音量を調節する

音を一時的に消す

● 画面右下に消音が表示されます。もう一度を　　　 押せば音が出ます。

❶ 　　　を押す
字幕放送番組で字幕の表示/非表示を切り換える

❶ 　　　を押し、▲・▼と　　で「その他の操作」⇨「信号切換」⇨「字幕切換」と進む
❷ 　▲・▼で「字幕オン」または「字幕オフ」を選び、　 を押す

メニューから切り換えるには

71
21

16

76
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操作ガイドについて

● 番組表や操作画面などには、そのときに使用できる（または使用する）リモコンボタンの
操作ガイドが表示されます。

● よく使う機能がカラーボ
います。

タン や に割り当てられて

4021

00
「

00
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（ 、 、 、 ）

選んで決定したり、前の画面に
戻ったりすることを示します。

世界のいとりん世界のいとりん

仲間仲間 いとりんいとりん かねりんかねりん

6/136/13 水

Ⅷ

なび
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メニューについて
● を押してメニューを表示させ、さまざまな便利機能を使うことができます。
● メニューの内容は、を押すときの場面によって変わります。
● メニューで選択できる項目は、放送の種類や外部機器の有無などによって変わります。選択できない項目は、薄くなって表
示されます。

 機　能　（一部省略しています） 詳細記載ページ

音声に関しての設定ができます。
映像に関しての設定ができます。

オンタイマーやオフタイマーの設定ができます。
見ている映像の種類に応じて、画面サイズを切り換えることができます。

テレビ番組を楽しみながら、小さな番組表で他の番組を探すことができます。

番組説明が見られます。

視聴中の連続ドラマなどが毎回録画されるように予約することができます。
音声の出力を、本機のスピーカーとオーディオ機器とで切り換えることができます。
オーディオ機器のサラウンドメニューやユニボリュームの設定をすることができます。

 デジタル放送のテレビ番組を視聴中

20

一つの番組で複数の映像が送られている場合に切り換えられます。
一つの番組で複数の音声が送られている場合に切り換えられます。

二か国語放送など、音声多重放送の場合に聴きたい音声を選びます。

一つの番組で複数のデータが送られている場合に切り換えられます。

予約の確認・変更・取消しができます。

チャンネル番号を入力して選局します。

映りが悪いときなどに、アンテナレベルを確認することができます。

データ放送の視聴を終了します。
視聴する放送メディアを切り換えます。

本機や放送局からのお知らせがあったときに、内容を確認します。
本機のソフトウェアバージョンを確認します。

字幕放送番組で字幕の表示／非表示を切り換えられます。
豪雨などのときに降雨対応放送が行なわれた場合に切り換えられます。

67
68
33
30
23
21
43
62
62

46

18
69

28
78
77

31
31
31
31
31
31
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番組情報や番組説明を見る

● 番組情報の表示や詳細情報の取得には時間がかかる場合があります。
● 番組情報を取得するタイミングによっては、最新の情報が表示されないことがあります。
● 番組によっては、録画、録音が制限される場合があります。その場合は、番組説明の画面でアイコンが表示されます。

番組情報を見る

1 を押す
● 現在視聴しているチャンネルや番組の情報が表示されます。（チャンネル以外の表示は数秒後に消えます）
● 表示を消すには、もう一度 を押します。
● 選局時には一部省略された状態で表示されます。

番組説明を見る

1 で を選び、 を押す

2 さらに詳しい説明を見るときは を押す
● 、はきとたれさ示表が」んせまいてし得取を報情細詳「 を押します。

 詳細情報が取得できなかった場合には、「詳細情報を取得できませんでした」と表示されます。
 詳細情報がなかった場合には、「番組の詳細情報はありません」と表示されます。

3 説明画面を消すには、 を押す

を押し、

21

リモコンボタン番号 放送の種類、チャンネル番号、放送局

番組名

画面サイズモード

録画中表示

お知らせアイコン
（未読のお知らせが
　あるときに表示）

番組についての
情報を表すアイコン

いとりんと共に



る
見
を
ビ
レ
テ

番組表を使う

● 番組表は、放送電波で送られてくる番組情報を基にして表示されます。
● お買い上げ直後や電源を入れた直後、放送の種類を変えたときなどには、番組内容の表示に時間がかかることがあります。
● 番組表を最新にしておくために、本機の電源を毎日2時間以上「切」または「待機」にすることをおすすめします。

番組表で番組を探す

● テレビを視聴している条件などによっては番組表が空欄になる場合があります。この場合は、空欄の部分を選んでから、「番組表を更新
する」の操作をしてください。

● 番組表に表示できる番組情報は最大8日分です。
● 」定設プッキスルネンャチ「 で、「スキップ」に設定したチャンネルの番組表は表示されません。
● データ放送の視聴中は番組表に切り換わらないことがあります。その場合は、テレビ放送に切り換えてから操作してください。
● 番組の中止・変更・延長などによって、実際の放送内容が番組表と異なる場合があります。番組表や番組情報などで表示される内容お
よび利用した結果について、当社は一切の責任を負いません。

1 を押す
● 通常番組表が表示されます。
放送の種類を変えると

● 番組表を消すときは、 を押します。

2 番組を で選ぶ
● 選んだ番組の番組説明を見るには、リモコンの

を押します。
● 番組表に表示しきれていないチャンネルを表示させ
るには または を押します。

3 を押す
● 。すまれさ示表が面画」画録定指組番「 
● これから放送される番組を選んだときは、「番組指定
予約」画面になります。 の手順3をご覧くださ
い。

4 現在放送中の番組を見るときは、で「見る」を選び、 を押す
● 画面の図は、現在放送中の番組でUSBハードディス
クが接続されている場合の例です。

● 「番組指定録画」画面からは、録画 、連ドラ予約
の操作ができます。

● 「番組指定予約」画面からは、視聴予約 、録画予
約 、連ドラ予約 の設定ができます。

［通常番組表画面：7チャンネル表示の例］
放送メディア（データ） 番組表の日付放送の種類

●独立データ放送の番組表に切り換えるときは、サブ
メニューの「テレビ／データ切換」で選びます。

•

● きは、 、 、
を押します。

22

リモコンボタン、チャンネル、放送局

「見る」を選びます。

狐 世界の宝庫

なび
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43

40

19
4341

72



る
見
を
ビ
レ
テ

番組を見ながら他の番組を探す（ミニ番組表）
● 番組を見ながら、画面の下側にミニ番組表を表示させて番組
を探すことができます。

1
 
● ミニ番組表が表示されます。
●
 
番組表の表示中に　　　を押した場合にもミニ番組表
が表示されます。

● 操作方法は、前ページの通常番組表の場合と同じです。

番組表を便利に使う
● カラーボタンや番組表のサブメニューで、さまざまな便利機
能を使うことができます。

● 番組表またはミニ番組表が表示されているときに以下の操
作をします。（ミニ番組表では一部の機能を使用できません）

● 日付と時間帯を選んで番組表を表示させることができます。

1 （日時切換）

を押し、▲・▼で「ミニ番組表」を選
んで　  を押す

を押す

2 で日時を選び、 を押す

● 選んだ時間帯の番組表が表示されます。

● 番組表の操作ガイドに表示される （番組検索）については、「条件を絞りこんで番組を探す」 をご覧ください。

● 選択中の番組の番組説明を見ることができます。

1 を押し、 で「番組説明」を選び
を押します。

● 番組説明が表示されます。

番組表を更新する

番組説明を見る

● 番組表の中が空になっているときや、最新の番組情報に更新

するときは、以下の操作をします。

1 を押し、 で「番組情報の取得」を
選んで を押す

2

※ 番組情報の取得中は映像、音声が出ない場合があります。
※ 番組録画中は、番組情報の取得ができません。
 

指定した日時の番組表を表示させる

● 手順4で視聴制限番組を選んだ場合、「見る」、「録画する」
、「連ドラ予約」を選択して を押すと、メッセージが表示さ

れます。 を押して「はい」を選び、 を押すと暗証番号
入力画面が表示されます ～ で暗証番号を入力す
ると、番組表の視聴制限が一時解除されます。
「いいえ」を選んだときは、前の画面に戻ります。
※ 視聴制限番組について、詳しくは「視聴できる番組を制限す
る」 をご覧ください。

番組表で選択している放送局の情報が更新されます。
（BSデジタル放送は番組表全体が、110度CSデジタル放
送は選択した番組が含まれるネットワークの番組表全体が、
地上デジタル放送は選択した番組が含まれる放送局が更新
されます）
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ＮＨＫＥテレ東京 日本テレビ

4 041
地デジ番組表
1 011 2 021
ＮＨＫ総合・東京

008/10

8/10 111（水）（木） （

番組情報の取得中に表示されます。

● 番組情報取得中にほかの操作をすると、情報の取得が中止さ
れることがあります。

● 番組情報の取得を中止するときは、番組情報取得中に
を押し、メニューから「番組情報の取得中止」を選択

します。

● BSデジタル放送や地上デジタル放送（どちらもテレビ放送
のみ）では、放送事業者ごとの代表チャンネル表示
（1チャンネル表示）とマルチチャンネル表示（マルチ表示）
の切換えができます。

1 切り換える放送局の番組をどれか選び、を押す

視聴制限番組について

1チャンネル表示とマルチ表示を切り替える

76

76

26
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2 で「1チャンネル表示」（または「マル
チ表示」）を選び、 を押す

● 番組表の表示によって、「マルチ表示」または「1チャ
ンネル表示」が表示されています。

● 1「 チャンネル表示」、「マルチ表示」を選ぶと、以下の
ように切り換わります。
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［1チャンネル表示］

［マルチ表示］

放送事業者ごとの
1チャンネル表示

放送事業者ごとの
マルチチャンネル表示

別の番組がある場合、
灰色の二重縦線を表示

● 「マルチ表示」での番組予約について、 をご覧
ください。

● 番組表の文字が小さくて見えにくいときなどに、文字の大き
さを切り換えることができます。

1 　　を押し、　　で「文字サイズ変更」
を選んで　　を押す

ジャンル別に色分けする

● 番組のジャンル（分野）別に色分けをすれば、見たい番組を探
すのに便利です。

● お買い上げ時に設定されている色分けを、以下の操作で変更
することができます。

1 を押し、 で「ジャンル色分け」を
選んで を押す

2 設定する色を で選び、 を押す

2 希望の文字サイズを　　で選び　　を押す

ジャンル色分け
設定する色を選んでください。

スポーツ

映画

音楽

ドラマ

アニメ／特撮

設定完了

3 でジャンルを選び、 を押す
● を押すと手順2の画面に戻ります。ほかの色の設
定を変える場合は、操作を繰り返します。

● 。すまりなくなが示表け分色、とぶ選を」いなし定指「 

ジャンル指定

メインジャンル サブジャンル

ジャンルを指定してください。

スポーツ

情報／ﾜｲﾄﾞｼｮｰ

ドラマ

音楽

バラエティ

映画

スポーツニュース

野球

サッカー

ゴルフ

その他の球技

相撲・格闘技

4 で「設定完了」を選び、 を押す

番組記号の説明を見る
● 新、再、字などの番組記号の意味を調べることができます。

1 を押し、 で「番組記号一覧」を
選んで を押す

● 番組記号の説明が表示されます。
● 表示されるのは番組記号の一部です。
●
 
見終わったら、 を押します。

■ クーワトッネ）の送放（ 

 デジタル放送の放送の単位。チャンネルや番組についての
情報は、このネットワークごとに送られてきます。

文字サイズを大きくする

ジャンル別に色分けする

［［［［［［［［［［［［111111
事業者ごとの
ンネル表示

ルルルルルルルルルル

番番組組組組予予予予予予約約約約約約ににににつついいて、て、ててててて番番組組組組組予予予予予予約約約約約約ににににににににつつつついいいいて、ててててててて番番番番

ルルルルルルルルルルママルルママルルマル

番番組組組組組組組予予予予予予予予予予予約約約約約約約約約約約にににににににににににににににつつつついいいいいいいいてててててててててててててて

［［ママママ［マママ［ママ
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● 番組表に表示させるチャンネル数を切り換えることができ
ます。

1 を押し、 と で「番組表表示
設定」⇨「表示チャンネル数設定」の順に
進む

2 　　で「7チャンネル表示」、「6チャンネ
ル表示」のどちらかを選び、　 を押す

チャンネルの並び順を設定する
●

 

番組表に表示させる時間数を切り換えることができます。

1 を押し、 と で「番組表表示
設定」⇨「チャンネル並び順設定」の順に
進む

2 で以下のどちらかを選び、 を押す
 通常 ·····························  放送局推奨の並び順になりま

す。
 チャンネルボタン優先  ンタボ局選チッタンワ ··· 

～ の番号順に並びま
す。

番組概要の表示／非表示を設定する
● 番組の概要説明を表示させるかどうかを設定します。

1 を押し、 と で「番組表表示
設定」⇨「番組概要表示設定」の順に進む

2 で「表示する」、「表示しない」のどち
らかを選び、 を押す

■ 放送メディア
 デジタル放送の媒体（テレビ放送、データ放送、ラジオ放送）
をさします。

● 番組表に表示させる放送メディア（ラジオ、テレビ、独立
データ）を選びます。

● 放送が運用されていない放送メディアに切り換えることは
できません。

1 を押し、 で「テレビ/ラジオ/デ
ータ切換」を選んで を押す

2 で「テレビ」、「ラジオ」、「データ」から
選んで　　を押す

表示させるチャンネル数を設定する

チャンネルの並び順を設定する

番組概要の表示／非表示を設定する

● 地上デジタル放送の番組表で放送局の表示位置を設定しま
す。

1 を押し、 と で「番組表表示
設定」⇨「地デジ表示設定」の順に進む

2 で以下のどちらかを選び、 を押す
 視聴チャンネル中央表示 ···  視聴中のチャンネルが番組

表の中央に表示されます。
 チャンネル順優先表示 ···  お住まいの地域のチャンネ

ル順に表示されます。

地上デジタル放送局の表示位置を設定する

番組表の放送メディアを切り換える番組表の放送メディアを切り換える

25

● 

番組表に表示させるチャンネルの並び順数を切り換える
ことができます。

1 を押し、 と で「番組表表示
設定」⇨「表示時間数設定」の順に進む

2 　　で「6時間表示」、「4時間表示」の
どちらかを選び、　を押す

表示時間数を設定する
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条件を絞りこんで番組を探す

● 番組の詳細情報はキーワード検索の対象になっていません。
● 」定設プッキスルネンャチ「 で、「スキップ」に設定したチャンネルの番組は番組検索の対象になりません。
● 番組検索の結果は指標としてお使いください。内容および利用した結果について、当社は責任を負いません。

● 番組のジャンル（分野）やキーワードなどの条件を指定して、
見たい番組を探すことができます。

1 を押す
● 番組表が表示されます。

2 （番組検索）を押す
● 番組検索画面が表示されます。

3 検索するグループのタブを で選ぶ
● 以降の手順で指定する検索条件のうち、「ジャンル」、
「キーワード」、「番組記号」は検索グループごとに記
憶されます。

8/10 PM 4:52（水）番組検索

検索条件を指定してください。

ジャンル

検索開始

キーワード

番組記号

10（水），11（木），12（金），13（土），14（日），15（月），16（火），17（水）日付

チャンネル すべて

ゴルフ

指定なし

指定なし

映画新番組新

ゴルフ

検索グループごとのタブ

4 検索条件を指定する
● 「ジャンル」、「キーワード」、「番組記号」のどれかは必
ず指定してください。

❶ で「ジャンル」を選び、 を押す
❷ 指定するジャンルを で一つ選び、
を押す

ジャンル指定

メインジャンル サブジャンル

ジャンルを指定してください。

指定しない

ニュース／報道

スポーツ

情報／ﾜｲﾄﾞｼｮｰ

ドラマ

音楽

スポーツニュース

野球

サッカー

ゴルフ

その他の球技

相撲・格闘技

指定しないときはここを選びます。

❶ で「キーワード」を選び、 を押す
❷ 指定するキーワードを で選び、
を押す

● お買い上げ時は登録されていません。

キーワード指定

キーワードを選択してください。

新規登録 指定しない

指定しないときはここを選びます。

■ 新しいキーワードを登録する場合
① で「新規登録」を選び、 を押す
● 文字入力画面が表示されます。

② キーワードを入力して、 を押す
● 文字入力のしかたは、「文字を入力する」
をご覧ください。

● キーワードは14個まで登録できます。

■ キーワードを編集する場合
① 編集するキーワードを で選び、

を押す

② キーワードを編集し、 を押す
■ キーワードを削除する場合
① 削除するキーワードを で選び、

を押す

② で「はい」を選び、 を押す

❶ で「番組記号」を選び、 を押す
❷ 指定する番組記号を で選び、 を押す

「ジャンル」を指定するとき

「番組記号」を指定するとき

「キーワード」を指定するとき

26
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❶ で「日付」を選び、 を押す
❷ 指定する日付を で選び、 を押す
● を押すたびに、（指定する）と （指定しな
い）が交互に切り換わります。

● 7日先まで指定できます。

日付指定

検索する日付を選択してください。
（チャンネルによっては、番組情報がない日付があります。）

1 4（日）

設定完了

1 0（水）

1 5（月）

1 1（木）

1 6（火）

1 2（金）

1 7（水）

1 3（土）

指定する日に「　」がつくようにします。

❸ 指定が終わったら、 で「設定完了」を
選び、 を押す

❶ で「チャンネル」を選び、 を押す
❷ 指定する項目を で選び、 で内容を選ぶ

チャンネル指定

検索するチャンネルを選択してください。

地デジ テレビ すべて

チャンネル放送メディア

 チャンネル··········  指定した放送の種類やメディア
に該当するチャンネル／すべて

❸ 指定が終わったら、 を押す

5 で「検索開始」を選び、 を押す
● 選択中のタブの検索グループに、手順3で指定した
検索条件が上書きで保存されます。

6 「番組検索結果」画面から、見たい番組を
で選んで を押す

● 。すまれさ示表が面画」画録定指組番「 
● これから放送される番組を選んだときは、「番組指定予
約」画面が表示されます。 の手順3をご覧くださ
い。

7 で「見る」を選び、 を押す

PM 4:50

PM 4:59～

● 選んだ番組の放送画面になります。

● 有料番組を検索対象に含めるかどうかを指定します。

「日付」を指定するとき

「チャンネル」を指定するとき

B／てべす ··········· 類種の送放 S ／ CS ／地デジ

 放送メディア ······· すべて／テレビ／ラジオ（BS、
110度CSのみ）／データ

❶ で「有料番組」を選び、　  を押す
❷ で「含む」、「含まない」のどちらかを選び、

を押す

に該当するチャンネル／すべて

❸指定が終わったら、 を押す

「有料番組」を指定するとき

27

狐 世界の宝庫

「見る」を選びます。

41
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● 放送データの取得中は一部の操作ができないことがあります。
● 放送画面の操作説明などで、 は「データボタン」、「データ放送ボタン」等と表示される場合があります。
● データ放送は録画できません。

■ 双方向サービスについて
● 双方向サービスを利用する場合は、あらかじめインターネットへの接続と設定（ ～ ）をしてください。また、双方向サービ
スの利用には登録の申し込みなどが必要な場合があります。

● 双方向サービスでは、お客様の個人情報の入力を要求される場合がありますが、接続先のサイトによってはSSLなどによる通信時
のセキュリティ対策が行われていない場合があります。

● 双方向サービスの利用時は、通信に時間がかかり、次の操作がすぐにできないことがあります。
● テレビの動作中に電源プラグを抜かないでください。本機が記憶している双方向サービスでのお客様のポイント情報などが更新さ
れないことがあります。

 

データ放送やラジオ放送を楽しむ

● デジタル放送では映像や音声によるテレビ放送以外に、デー
タ放送があります。

● データ放送には、テレビ放送チャンネルとは別の独立し
たチャンネルで行われているデータ放送のほかに、テレ
ビ放送チャンネルで提供されている番組連動データ放送
や、番組案内、ニュース、天気予報などのデータ放送が
あります。

● インターネットや電話回線を利用して、視聴者と放送局との
間で双方向に通信できるサービスです。クイズ番組に参加し
て回答したり、ショッピング番組で商品を購入したりするこ
とができます。（本機は、電話回線を利用した双方向サービス
には対応しておりません）

● 地上デジタル放送の双方向サービスには、放送番組に連動し
た通信サービスと、放送番組とは無関係な通信サービスがあ
ります。

非リンク型サービス
放送番組とは無関係な通信サービスのときに表示され
ます。（文字表示は数秒で消えます）

暗号通信
本機はSSL（Secure Sockets Layer ） 等の暗号通信に
対応しています。そのサービスの際に、このアイコン
が表示されます。

連動データ放送を楽しむ
● 一部の番組には番組連動データ放送があります。双方向サー
ビスが行われている番組連動データ放送では、番組に参加し
て楽しむことができます。

● テレビ放送チャンネルで、天気予報やニュース、番組案内
などのデータ放送を提供している場合があります。

1 を押す
● 番組によっては押す必要がない場合があります。
● 放送画面に表示される操作メニューや操作説明など
に従って操作をします。

2 データ放送を終了するには、 を押し、
と で「その他の操作」⇨「データ

放送終了」の順に進む

データ放送について

● ラジオ放送が運用された場合、本機で放送を聴くことができ
ます。
 

ラジオ放送について

デジタル放送の双方向サービスについて

28

独立データ放送やラジオ放送を楽しむ
● BSデジタル放送などで運用される独立データ放送チャンネ
ルやラジオ放送チャンネルを選ぶときの操作です。

● データ放送やラジオ放送を終了するには、上記の操作で
「テレビ」を選びます。

● 　　で他のチャンネルに切り換えられます。

チャンネル番号を入力して選ぶこともできます。

1 放送の種類を選ぶ
● BSデジタルの独立データ放送やラジオ放送を視聴
する場合は、　　を押します。

2 　　を押し、　　と　　で「その他の
操作」⇨「テレビ/ラジオ/データ切換」
の順に進む

3 　　で「データ」または「ラジオ」を
選び、 　を押す

63 64
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外部入力の画面に切り換える
● 本機の外部入力端子（HDMI入力１～3、ビデオ入力）に接続したビデオやDVD・ブルーレイディスクプレーヤー /レコーダー
などの再生番組を見たり、ゲーム機を接続して楽しんだりする場合は、以下の操作をします。

● 機器の接続や設定については、「外部機器を接続する」 ～ をご覧ください。

●

  

入力切換時に画面に表示される「ブルーレイ」などの機器名を変えることができます。「外部入力表示設定」　　 をご覧ください。

1 使用する機器の電源を入れる

2 を押す
● を押すと次の入力が選択された状態で画面左上に入力一覧画面が表示され、
少し待つとその入力に切り換わります。希望の入力を選ぶには、入力が切り換わる前
に次の手順3の操作をします。
 「外部入力スキップ設定」 が「する」になっているときは、機器が接続されて
いない入力は薄くなって表示され、入力切換時にスキップされるようになってい
ます。

3 を繰り返し押すか、または を押して入力を選ぶ
● を押すたびに以下のように切り換わります。

放送 HDMI1 HDMI HDMI2 3 ビデオ

 では順方向・逆方向の選択ができます。

● 少し待つと選択した入力に切り換わります。

 HDMI連動対応のオーディオ機器などにHDMI連動機器が接続されている場合は、
機器の一覧が表示されます。使用する機器を以下の手順で選択できます。

０１１

２ レコーダー ○○○○○を押す

で選ぶまたは を押す

➡➡

4 選択した機器を操作する
● 機器のリモコンで再生などの操作をしてください。
● ゲーム機を接続した入力では、「映像 ドーモ 」 を「ゲーム」にしてください。
ゲームのレスポンスを重視した、ゲームに適した画質設定になります。

HDMI連動機器を選ぶとき

29
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便利な機能を使う

● 選択できる画面サイズは下表のとおりです。

映像の種類 選択できる画面サイズ
デジタル放送の4：3の映像（480p、480i）

デジタル放送の16：9の映像

放送番組やビデオ入力端子からの映像を見ているとき

30

ネイティブ、ワイド、ズーム、映画字幕、フル、ノーマル

ネイティブ、ワイド、ズーム、フル、ノーマル

●  視聴する映像のフォーマットと画面サイズの組合せによっては、周囲の映像が隠れたり、画面の周囲が黒で表示されたり、左右の端が
ちらついたりすることがあります。また、放送画面に表示される選択項目を選ぶ際に枠がずれて表示されることがあります。

●  テレビを公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等に置いて、画面サイズの切換機能を利用して画面の圧縮や引き伸ばし
などすると、著作権法上で保護されている権利を侵害するおそれがありますので、ご注意ください。

画面サイズを切り換える

画面サイズについて

● 視聴している映像の種類に応じて、画面サイズを切り換える
ことができます。

1 を押し、 で「画面サイズ切

調整する項目を　　で選び、　を押す

でお好みの状態に調整し、　を押す

　　を押し、　　と　　で「設定」⇨
「機能設定」⇨「画面調整」の順に進む

換」
を選び、 を押す

2 お好みの画面サイズを で選び、 を
押す
● 画面の見えかたについては前ページをご覧ください。

が表示されるとき

● を押す前に、必要に応じて以下の操作をします。

❶ を押し、お好みのモードを で選ぶ

 ジャストスキャン 9:61 ···· の映像が画面内におさまるよ
うに表示させます。

 オーバースキャン 9:61 ···· の映像を少し大きめに表示さ
せます。

●放送/端子、信号、画面サイズの組合せごとに、「画面調整」の
調整状態が記憶されます。

●上下振幅調整と左右振幅調整は－03 ～＋03の範囲
で調整できます。

●上下画面位置は、視聴している映像の種類によって
調整できる範囲が異なります。

●調整画面では　　　を押さないと、数秒でメニュー
画面に戻ります。

※
 
映像の種類と画面サイズによっては、調整できないことがあ
ります。

1 

2 

 上下振幅調整········· 映像の縦のサイズを調整します。
 上下画面位置········· 映像の表示位置を上下方向に調
　　　　　　　　　  整します。
 左右振幅調整········· 映像の横のサイズを調整します。
 画面調整の初期化·· お買い上げ時の調整状態に戻り
　　　　　　　　　　ます。手順3 の操作はありません。

画面の位置や幅を調整する

 3 

他の映像・音声・データを切り換える

● 音声多重放送番組の場合、主音声、副音声、主：副を切り換え
ることができます。

● 番組情報画面に 二重音声 のアイコンが表示されます。

1 を押す
● を押すたびに以下のように切り換わります。

主音声 副音声 主：副

● メニューの「音多切換」でも音声の切り換えがで
きます。

音声多重番組で聴きたい音声を選ぶ
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信号切替

● 複数の音声で放送されている番組の場合、音声1、音声2など
の音声信号を切り換えることができます。

● 番組情報画面に のアイコンが表示されます。

1 を押す
● を押すたびに以下のように切り換わります。

音声１ 音声２ 音声３…

● サブメニューの「音声信号切換」（次の説明）でも音声
の切り換えができます。

音声を切り換える

3 視聴したい

　　を押し、　　と　　で「その他の操作」
→「信号切替」→「降雨対応放送切替」の
順に進む

　　で「降雨対応放送」を選ぶ

映像、音声、データを で選
び、 を押す
● 「信号切換」のメニューに表示される「音声信号切

、は」換切多音」、「換 で選択する機能と同じです。

● デジタル放送では、一つの番組に複数の映像や音声、データ
がある場合があり、お好みで選択することができます。

● 映像、音声、データが切り換えられる番組は、番組説明画面に
信号切換 のアイコンが表示されます。

1 を押し、 と で「その他の操
作」⇨「信号切換」の順に進む

2 切り換える信号を で選び、 を押す
● 視聴中の番組で切り換えのできない信号は、薄く
なって表示されます。

■ 信号切換について
● 選局操作をすると、信号切換で選択した状態は取り消さ

）すまりなに態状たし択選を号信の本基（。すまれ
 ただし音多切換と字幕切換では、選局しても状態は取り
消されません。

映像、音声、データを切り替える

● BSデジタル放送や110度CSデジタル放送を視聴中に、雨や
雪などで衛星からの電波が弱まった場合、放送局が運用し
ていれば、降雨対応放送に切り換えて見ることができます

※ 図のメッセージが表示された場合は、以下の手順で降雨対応
放送に切り換えられます。

電波の受信状態が良くありません。
サブメニューから降雨対応放送に切り換えられます。

コード：Ｅ20 １

1 

2 ● 降雨対応放送をやめるには、「通常の放送」を選びます

降雨対応放送について

節電モードを切り替える
● 液晶画面のバックライトの明るさをおさえることでテレビ
の節電ができます。 

省エネに関するさまざまな設定をすることができます。

● 

●

 

「 節電1」、「節電2」に切り換えた場合、画面の明るさに
　適した画質に自動調整されます。（「映像メニュー」86 が
「ライブプロ」、「映画プロ」の場合、画質は変わりません）

映像を静止させる
● 映像の動きを止めることができます。料理番組のレシピや
視聴者プレゼントの応募先などをメモするときに便利です。

1 を押す
● 映像が静止します。
● 解除するときは、もう一度 を押します。
● 映像の静止中でも音声は流れ続けます。

● ラジオ、データ放送視聴中は静止画にできません。また、
映像の静止中にデータ放送の操作はできません。
字幕放送の場合、映像の静止中に字幕は表示されません。
選局操作をすると静止画が解除されます。

映像を静止中に、入力されている信号が切り換わると、
静止が解除される場合があります。

テレビを公衆に視聴させることを目的として喫茶店、
ホテルなどで「静止画」を使用すると、著作権法で保護
されている権利を侵害するおそれがありますので、ご注
意ください。

●
●
●

●
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3 お好みの設定を で選び、 を押す

番組検索ができなかったりする場合があります。

節電モード
 標準 ············  標準の明るさです。
 減1   画面の明るさを抑えて、節電します。
 減2   画面の明るさを「減1」よりも抑えて、さらに節電

します。

番組情報取得設定
● 番組表機能や予約機能を正しく働かせるために、「取得する
で使用することをおすすめします。
 取得する ····  電源が「待機」や「切」のときに、デジタル放送の

番組情報を取得します。取得時に電力を消費し
ます。

 取得しない···  番組情報を取得しません。そのため、番組表の内
容が表示されなかったり、予約できなかったり

············
············

」

、

無操作自動電源オフ
 待機にする···  テレビの無操作状態が約3時間続くと、電源が

「待機」になります。
 動作しない···  テレビの無操作状態が続いても電源は「入」のま

まです。

オンエアー無信号オフ
 待機にする···  放送受信時に、無信号状態が約15分間続くと、

電源が「待機」になります。
 動作しない···  無信号状態が続いても電源は「入」のままです。

※外部入力を選んでいるときは機能しません。

外部入力無信号オフ
 待機にする···  外部入力選択時に、無信号状態が約15分間続く

と、電源が「待機」になります。
 動作しない···  無信号状態が続いても電源は「入」のままです。

ヘッドホーンで聴く

● ヘッドホーンで聴くときの音の出かたを設定します。
● ヘッドホーンモードには「通常モード」と「親切モード」があ
ります。お買い上げ時は「通常モード」に設定されています。

1 を押し、 と で「音声設定」
⇨「ヘッドホーンモード」の順に進む

 通常モード ······  ヘッドホーンだけで音声を聞くモード
です。ヘッドホーンのプラグを差し込
むと、スピーカーから音声が出なく
なります。

 親切モード ······  ヘッドホーンとスピーカーの両方で音
声を聞くモードです。家族で視聴す
る場合など、スピーカーの音声が聞
き取りにくい人がヘッドホンまたは
イヤホンで聴くというような使いか
たができます。

● 親切モードのとき、スピーカーの音量は で調整し
ます。

1 を押し、 と で「設定」⇨
⇨「省エネ設定」の順に進む

● 。すまれさ示表が面画の」定設ネエ省「 

2 設定する項目を で選び、 を押す

「機能設定」

● 「通常モード」に設定しているときは で調節します。

● 「親切モード」に設定して、ヘッドホーンを接続しているとき
は、以下の手順で調節します。

 を押し、 と で「親切ヘッドホーン音量」
の順に進む
● ヘッドホーンを接続していないときは、選択できません。

 で音量を調節する
● でも調節できます。

❶

❷

ヘッドホーンの音量調節のしかた
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テレビを目覚ましに使う
● 設定した時刻に本機の電源が「入」になります。
 

1 を押し、
能」⇨「オンタイマー」の順に進む

と で「タイマー機

2 以降の手順で設定する

❶ 　　で「オンタイマー機能」を選び、　を押す
❷ で以下から選び、　を押す

●

●

 

動作しない····· オンタイマー機能を使いません。
通常オン········· 設定時刻に電源が「入」になります。
だんだんオン··· 設定時刻に電源が「入」になり、画
　　　　　　　面の明るさと音量が徐々にふえ、1
　　　　　　　分後に通常の状態になります。

設定したオンタイマーを解除する場合は、上記の操作で
「動作しない」を選びます。
「 だんだんオン」の動作中は、画面左下にアイコン
だんだんオンが表示されます。何か操作をすると、音量
の増加はその時点で止まり、明るさは通常使用時の状態
になり、アイコンは消えます。

●

●

 設定後に表示を消すには、　　を押します。

オンタイマー機能の使いかたを設定します。

日時
● オンタイマーで電源を「入」にする日時を設定します。

❶ で「日時」を選び、 を押す
❷ 設定する項目を で選び、 で日時を選ぶ
● 曜日は「毎日」、「毎週（日）」～「毎週（土）」、「月～木」
「月～金」、「月～土」の中から選びます。

❸ 設定が終わったら、 を押す

オンタイマー機能

チャンネル
● オンタイマーで電源が「入」になったときに画面に映す
チャンネルを設定します。

❶ で「チャンネル」を選び、　を押す
設定する項目を　　で選び、　　で内容を選ぶ❷ 
放送の種類······ 地デジ／ BS ／ CS
チャンネル······· 設定した放送の種類に該当するチャンネル

❸

 

設定が終わったら、 を押す

音量
● オンタイマーで電源が「入」になったときの音量を設定
できます。

❶ で「音量」を選び、 を押す
❷ でお好みの音量を選ぶ
● を押すと、選んだ音量を聴くことができます。

❸ 設定が終わったら、 を押す

動作しない····· オフタイマー機能を使いません。
通常················ 設定時間後に電源が「待機」になります。
だんだんオフ··· あと1分の時点から画面の明るさと音量
　　　　　　　が徐々に下がり、設定時間後に電源が
　　　　　　　「待機」になります。

●

●

設定したオフタイマーを解除する場合は、上記の
操作で「動作しない」を選びます。
「 だんだんオフ」の動作中は、画面左下にアイコン
だんだんオフが表示されます。何か操作をする
と、音量の低下はその時点で止まり、明るさは通常
使用時の状態になり、アイコンは消えます。（オフ
タイマーの動作は継続されます）

オフタイマー機能

❶

❷

自動で電源が切れるようにする
● オフタイマーを設定すると、設定時間後に電源が切れて、
「待機」の状態になります。

 

● 設定後に表示を消すには、　　を押します。 

1 を押し、
能」⇨「オンタイマー」の順に進む

と で「タイマー機

2 以降の手順で設定する

時間
● オフタイマーで本機の電源を「待機」にするまでの時
間を設定します。

● オフタイマーが動作して、あと1分になると画面
にメッセージが表示されます。

❶ で「オフタイマー時間」を選び、　   を押す

●オフタイマー機能の使いかたを設定します。

　　で「オフタイマー機能」を選び、
を押す
　　で以下から選び、　を押す
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● 番組検索のキーワード指定で、新しいキーワードを登録する
場面などで文字入力画面が表示されます。

入力モード：文字入力

で文字を入力～ でカーソル移動

漢あ

1 12

入力文字種

タイトル：入力場面によって異なります

カーソル

1 ～ で文字を入力する
● 携帯電話と同様の操作で文字を入力します。
入力例：がっこう

（6回） （5回） （3回）、 、 、 、
が っ こ う

っ
（3回）、「っ」の別の入力方法 （2回）

● 文字に続けて を押せば、濁点（゛）や半濁点（゜）
の入力および小文字変換ができます。

● 同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力する
場合は、次の文字の前に を押します。

入力例：あい　 （2回）、

あ い
● 入力文字の種類を変えるときは、 を押します。

● 文字を挿入するには、挿入する場所を で
選んで入力します。

文字を削除するには
● 1文字を削除するには、 を短く押します。
 カーソルの右に文字がない場合は、カーソルの左の1
文字が削除されます。カーソルの右に文字がある場合
は、カーソルの右の1文字が削除されます。

● 文字をまとめて削除するには、 を押し続けます。
 カーソルの右に文字列がない場合は、文字がすべて
削除されます。カーソルの右に文字列がある場合は、
カーソルより右の文字がすべて削除されます。

2 以下の操作で文字を確定する● 漢字に変換しないときは、 を押す
● 漢字に変換するときは、 を繰り返し押し、希
望の漢字が見つかったら を押す
 希望する漢字に変換されない場合は、変換する範
囲を で変え、 で再度変換します。

3 すべての入力が終わったら、 を押す
● 文字入力画面が表示される前の操作場面に戻ります。

文字切換（入力文字種の切り換え）

「漢あ」 漢字変換 ひらがなや漢字を入力できます。
「カナ」 全角カナ カタカナを入力できます。
「ａＡ」 全角英字 全角の英字を入力できます。

「ａｂＡＢ」 半角英字 半角の英字を入力できます。

「１２」 全角数字 全角の数字を入力できます。
「１２３４」 半角数字 半角の数字を入力できます。

「全角記号」 全角記号 全角の記号を入力できます。

「半角記号」 半角記号 半角の記号を入力できます。
「定型文」 定型文 定型文を入力できます。

● 文字入力の場面によっては、使用できる入力文字種が少な
かったり、切り換えられなかったりすることがあります。

● 入力文字種が「全角記号」、「半角記号」のときには、入力した
い記号を文字入力画面から選びます。

リモコン
入力文字種

漢字変換 全角カナ 英字 数字
あ→い→う→え→お

→あ→い→う→え→お

ア→イ→ウ→エ→オ

→ア→イ→ウ→エ→オ

1→ 2→ 3→ 4→ 5→

6→ 7→ 8→ 9→ 0
1

か→き→く→け→こ
カ→キ→ク→ケ→コ

→カ→ケ

a→ b→ c

→ A→ B→ C
2

さ→し→す→せ→そ サ→シ→ス→セ→ソ
d→ e→ f

→ D→ E→ F
3

た→ち→つ→て→と

→つ

タ→チ→ツ→テ→ト

→ツ

g→ h→ i

→ G→ H→ I
4

な→に→ぬ→ね→の ナ→ニ→ヌ→ネ→ノ
j→ k → l

→ J → K→ L
5

は→ひ→ふ→へ→ほ ハ→ヒ→フ→ヘ→ホ
m→ n→ o

→M→ N→ O
6

ま→み→む→め→も マ→ミ→ム→メ→モ
p→ q→ r → s

→ P→ Q→ R→ S
7

や→ゆ→よ

→や→ゆ→よ

ヤ→ユ→ヨ

→ヤ→ユ→ヨ

t → u→ v

→ T→ U→ V
8

ら→り→る→れ→ろ ラ→リ→ル→レ→ロ
w→ x→ y→ z

→W→ X→ Y→ Z
9

ﾞ→ﾟ→小文字変換 ﾞ→ﾟ→小文字変換 小文字変換 0

わ→を→ん→わ→、→。
→ー

ワ→ヲ→ン→ワ→、→。
→ー

※ 1

  ※ 2 逆方向へ入力   ※ 2 逆方向へ入力   ※ 2 逆方向へ入力 ＃

● 最後の候補まで行くと、次は最初の候補に戻ります。
※ 1  
 
※ 2  文字入力変換中に文字を通り過ぎたときに、逆方向へ戻します。

● 入力した文字は、次のように表示されます。
 入力中の文字：黄色背景／未確定の文字：白色背景／漢字変換候補選択中の文字：黒色背景／確定した文字：背景なし
● 確定せずに変換できるのは4文節までです。4文節以上のときは、確定してから残りを変換してください。
● 漢字候補選択時に を押せば、その文節を未変換状態に戻すことができます。

文字を入力する

入力文字一覧

34

全角英字の場合……。→／→：→ー→＿→～→＠→
半角英字の場合……. → / → : → - → _→ ̃ → →@
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録画・予約機能について
録画できる機器と番組
● 本機背面のUSB（録画専用）端子に接続したUSBハードディスクにデジタルテレビ放送番組を録画できます。
（データ放送、ラジオ放送番組、外部入力（HDMI1 ～ 3、ビデオ入力）の映像・音声は録画できません）
・ USBハードディスクの接続は次ページをご覧ください。

接続・設定と録画前の準備

録画する機器 録画前の準備

USBハードディスク（注）

 USBハードディスクの電源を入れておきます。
 USBハードディスクの残量を確認します。

。すまし認確を」数組番画録「でトスリ画録のブタの」てべす「 
※ 残量不足や番組数超過（3000を超過）になりそうな場合は、不要な番組を削除します。

● 録画や録画予約の操作をしたときに接続した機器が選択できないときは、 を参照し、登録してください。
● USBハードディスクは専用のACアダプターを接続してご使用ください。ACアダプターを使用しない場合は動作保証でき
ません。

（注）USBハードディスクは、本機に登録しないと録画できません。

※ USBハードディスクの最大予約件数は64です。最大録画番組数は1000です。

● USBハードディスクの容量が足りない場合に、保護されていない日付の古い録画済番組から自動的に削除する機能で、お買い
上げ時は「自動削除設定」 が「削除する」に設定されています。

● US Bハードディスクでの録画中に停電したり、電源プラグを抜いたりすると、途中まで録画した番組は正しく保存されません。（「録画
番組を修復する」 の操作をすれば、録画された内容を再生できるようになることがあります）

● 予約録画の開始時に、自動削除機能によって削除される番組が多い場合は、番組の冒頭部分が録画されないことがあります。
● 録画番組の再生中に予約録画の開始時刻になると、再生が自動的に停止することがあります。
● 万一、本機の故障や受信障害などによって正常に録画・録音できなかった場合の補償は一切できませんので、あらかじめご了承ください。

● USBハードディスクについて
 USBハードディスクは精密機器であり、使用環境などによっては数年で故障する可能性があります。
 本機に接続したUS Bハードディスクに録画した内容の長期保存は保証できません。あくまでも一時的な
保存・再生機能としてご使用ください。

USBハードディスクの自動削除機能について
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録画用USBハードディスクの接続をする
● 本機に接続したUSBハードディスクで以下のことができます。

できること 記載ページ

本機で受信したテレビ放送番組の録画、録画予約

録画番組の再生、ムーブ

● パソコンや他のテレビ、録画機器などで使用していたUSBハードディスクを本機に接続して登録すると、それまでに
保存されていたデータや録画番組などはすべて消去されます。

● 本機で使用していたUSBハードディスクをパソコンで使用するには、パソコンで初期化する必要があります。その際
に、本機で録画した番組はすべて消去されます。

● 本機に接続したUSBハードディスクを取りはずす場合は、未登録の機器を含めて「USBハードディスクの設定をする」
の手順で「機器の取りはずし」の操作をしてください。

● USBハードディスクの動作中は、USBハードディスクの電源を切ったり、接続ケーブルを抜いたりしないでください。
録画した番組が消えたり、USBハードディスクが故障したりする原因となります。

USBハードディスクを接続する

● USBハードディスクやUSBハブは専用のACアダプターを接続してご使用ください。

● USBハードディスクは、USB （録画専用）端子に接続します。

本機で接続確認済の機器でもACアダプターを接続しない場合は動作保証できません。

USBハードディスク

USB（録画専用）端子へ USB端子へ

USBケーブル
（機器の付属品など）

［本機］

● USBハブを使用すれば、複数のUSBハードディスクを接続することができます。
※ 8台までのUSBハードディスクを本機に登録できます。ただし、同時に接続できるのは4台までです。

USB（録画専用）
端子へ

USB ハブ

USB ハードディスク-1

USB ハードディスク-2

USB ハードディスク-3

USB ハードディスク-4

● 複数の未登録USBハードディスクを接続した状態で本機の電源を入れると、不特定の順番で登録が始まります。
 USBハードディスクの登録名や接続場所などを特定しやすくするために、1台ずつ接続して登録の処理が終わったら次のUSBハード
ディスクを接続するようにしてください。

● 登録の手順については、次ページの「USBハードディスクを本機に登録する」をご覧ください。

● 複数台のUSBハブを経由して本機にUSBハードディスクを接続することはできません。
● 接続確認済機器でも、すべての動作を保証するものではありません。

USBハードディスクが1台のとき

USBハードディスクが複数のとき

［本機］
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● 本機に登録して使用し、登録を解除したUSBハードディス
クを接続した場合、以下の確認画面が表示されます。

機器の登録

録画用に登録されたことがある
ＵＳＢハードディスクを検出しました。

はい いいえ

再登録しますか？
登録時にハードディスクは初期化されません。

● 「はい」を選んで を押すと登録の処理が始まり、終わると
登録機器のリスト画面が表示されます。

※  再登録の場合、ハードディスクは初期化されません。

修理などで、本機内部のハードディスク登録情報記憶部が含
まれる部分を交換した場合や、本機を交換した場合は、それ
までに使用していたハードディスクは未登録（新しいハード
ディスク）として認識され、初期化して使用することになり
ます。初期化の際に録画内容はすべて消去されます。

USBハードディスクの設定をする
● USBハードディスクを使用する場合は、必要に応じて以下
の設定をします。

1 を押し、 と で⇨「設定」⇨
機器設定」

「外部
⇨「USBハードディスク設定」の

順に進む

2 設定する項目を で選んで を押し、
以降の手順で設定する

機器の登録
● リストに「未登録」と表示されているUSBハードディスクを
登録したり、機器の登録名を変更したり、登録を解除したり
することができます。

※ 登録できるのは8台までです。
※ USB ハードディスクによっては、機器の登録画面でモデル
名が正しく表示されない場合があります。

※  はじめて登録するときには、USBハードディスクに保存
されている内容はすべて消去されます。

❶ 登録する機器を で選び、 を押す
❷ 登録の確認画面で、 で「はい」を選んで を押す
❸ 初期化の確認画面で、 で「はい」を選んで を押す

 初期化と登録の処理が始まります。
❹ 終わったら、登録結果の内容を確認し、 を押す

USB ハードディスクの設定をする
USBハードディスクを本機に登録する
● 本機が未登録のUS B ハードディスクを検出すると、「機器の
登録」の画面が表示されます。以下の手順で本機に登録しま
す。

1 で「はい」を選んで を押す
● 登録しないときは「いいえ」を選びます。

機器の登録

新しいＵＳＢハードディスクを検出しました。
録画用に登録しますか？

登録時にハードディスクは初期化されます。

はい いいえ

※ 「いいえ」を選択した場合、そのUSBハードディスクは「機器
の登録」の画面で「未登録」となります。「未登録」のUS Bハー
ドディスクを登録する場合は、次の「USBハードディスクの
設定をする」で「機器の登録」の操作をしてください。

2 初期化の確認画面で、 で「はい」を選
んで を押す
● 登録の処理が始まり、終わると次の手順の画面が表
示されます。

3 登録名を変更する場合は、 で「はい」
を選んで を押す
● 表示された登録名のままでよければ「いいえ」を選び
ます。

● 「はい」を選んだ場合は、文字入力画面が表示されま
す。登録名を入力して、 を押します。

● 文字入力方法については、 をご覧ください。
● （スペース）だけの名称は登録できません

4 登録したUSBハードディスクを録画機器にする場合は、 で「はい」を選んで
を押す

● 録画や予約などでの録画機器の初期候補が、今登録
したUSBハードディスクになります。

※ 録画機器は、録画や録画予約の際に変更することも
できます。

5 〈録画 ムーブのご注意〉などの内容を
読み、 を押す
● 録画中やムーブ中および録画予約が設定されてい
るときは、本機やUSBハードディスクおよびハブな
どの電源プラグを抜かないようにしてください。

6 登録結果の内容を確認し、 を押す

機器を登録するとき

使用履歴のあるUSBハードディスクを接続したとき
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❶ 登録名を変更する機器を で選び、 を押す
❷ で「はい」を選び、 を押す
❸ 文字入力画面で登録名を入力する

 文字入力方法については、 をご覧ください。

❶ 登録を解除する機器を で選び、 を押す
❷ で「はい」を選び、 を押す
● 予約が設定されているUSBハードディスク（録画予約ア
イコン付）は、再登録を促すメッセージ付の登録解除確
認画面が表示されます。

● 複数のUSBハードディスクに対して個別に設定を変えるこ
とはできません。

※ 、合場たし定設に」ドーモネエ省「 USBハードディスクが動
作するまでに時間がかかることがあります。「ハードディス
クがありません。」や、録画可能時間が「－－時間－－分」と表示
されるような場合は、少し待ってから操作してください。

※ USB ハードディスクによっては、機器の表示ランプが「待
機」と「入」の状態を正しく示さないことがあります。

※ USB ハードディスクによっては、「オフ」に設定していても、
USBハードディスク側の省エネ機能によって、待機状態に
なることがあります。

※ 本機の電源が「切」または「待機」のときでも、「自動スキャン」
や「番組情報の取得」が内部で動作している場合には、USB
ハードディスクの電源が「入」になることがあります。

※ USBハブを使用している場合、本機の電源が「切」または「待
機」のときでも、USBハブからの電源供給によって、USB
ハードディスクの電源が「入」になることがあります。

❶ で以下から選び、 を押す
 オン ······  USB ハードディスクの電源は、使用しない状態

がしばらく続くと待機状態になり、使う操作を
すると自動的に「入」になります。

 オフ ······  本機の電源が「入」のとき、USBハードディスク
の電源は常時「入」の状態です。

● USBハードディスクの電源を切ったり、接続ケーブルを抜
いたりするときには、その前にこの操作をします。

❶ 取りはずす機器を で選び、 を押す
❷ 確認画面で、 で「はい」を選んで を押す

 停止の処理が始まり、終了すると「USBハードディスク
を取りはずしできます。」のメッセージが表示されます。

❸ USBハードディスクを取りはずし、 を押す

動作テスト

● USBハードディスクで以下の動作ができるかテストします。

❶ テストする機器を で選び、 を押す
● テストが始まります。終了までに数分間かかります。
● テストが終わると結果が表示されます。テスト結果が
「OK」となった動作ができます。

 録画 ···············  ハイビジョン画質で録画ができるか
 録画中の再生 ···  ハイビジョン画質で録画しながら番組再生

ができるか

※ テスト結果は目安です。結果どおりの動作にならないこと
があります。

機器の初期化
● 正常に使用できなくなったUS Bハードディスクは、初期化
をすれば使用できるようになる場合があります。

※  初期化をすると、USBハードディスクに保存されている
内容はすべて消去されます。

❶ 初期化する機器を で選び、 を押す
❷ 初期化の確認画面で、 で「はい」を選んで を押す
❸ 初期化終了の画面で を押す

機器の取りはずし

動作テスト
登録名を変更するとき

登録を解除するとき

省エネ設定
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録画の基本的な設定をする
● USBハードディスクでの録画・再生に関する基本的な設定

をすることができます。

1 を押し、 と で「設定」⇨「外部
機器設定」⇨「録画再生設定」の順に進む

2 以降の手順で設定する

録画に使用する機器を設定する
● 複数のUSBハードディスクを本機に登録している場合に、
録画に使用する機器を設定します。

❶ と で「録画基本設定」⇨「録画先」の順に進む

❷ 録画先にする機器を　　　で選び、　を押す

39
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番組を録画する
●
 
今見ているテレビ放送番組を簡単に録画することができま
す。テレビ番組視聴の途中で外出するような場合に便利で
す。

※ USBハードディスクに録画中はこの操作はできません。

1 放送番組を見ているときに　　を押す

2 録画設定を変更する場合は、　　で「詳細設定」を選んで　　を押す

3 で「はい」を選び、　を押す
● 録画が開始されます。
● 外出する場合は、本機（テレビ）の電源を「待機」また
は「切」にします。（録画は継続されます）

※ この操作での録画中に、予約した番組の録画が始ま
る場合、この録画は中止されます。

● お買い上げ時の設定では視聴中の番組が終了するま
で録画されます。終了時刻を指定するには以下の操
作をします。

● 「 録画予約や連ドラ予約の設定を変更するとき」
　　　をご覧ください。

 
 　　で「録画時間」を選び、　を押す
　　で「時間指定」を選び、　　　で時・分それぞ
れの欄に移動し、　　で録画終了時刻を設定して
　　を押す

 

●録画を途中でやめるときは、以下の操作をします。録画予約
での録画中の場合も同様です。

● USBハードディスクの残量がなくなった場合は録画が自動
的に停止します。

❶
❷

録画時間を変更する場合

録画時間を変更する場合

録画を中止するとき

40

1 録画中に　　または　　を押す

2 「録画中止」の画面で、　  で「はい」を  選んで　　を押す

 　　で「設定完了」を選び、　を押す❸

 　　で「録画先」を選び、　を押す
　　で録画機器を選び、　  を押す 

❶
❷
 　　で「設定完了」を選び、　を押す❸

その他の録画設定を変更する場合
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● 番組表で録画したい番組を選んで予約します。

1 を押す
● 番組表が表示されます。

● 番組指定予約画面が表示されます。

● ミニ番組表　　　からも予約できます。

2 予約する番組を で選び、 を
押す
● 現在選ばれている設定で録画予約が完了し、番組表
の予約番組名の前に時計アイコンが表示されます。
（放送中の番組の場合は赤丸アイコンが表示され、
　録画が開始されます）

●

 

USBハードディスクを複数台接続しているときは、
「録画先」　 　で設定したUSBハードディスクに
録画されます。

3 以下の操作で予約をする
● 録画機器や設定を変更する場合は、「録画予約や連ド
ラ予約の設定を変更するとき」 の操作をしま
す。

❶ で「視聴予約」、「録画予約」、「連ドラ
予約」のどれかを選び、 を押す
 視聴予約…

…
…

指定した番組の視聴を予約します。
 録画予約 指定した番組の録画を予約します。
 連ドラ予約 同じ番組を毎回録画します。

❷ 「予約を設定しました。」が表示されたら、 を
押す

● 再放送番組などで、1話から3話まで連続して放送
される場合など、１話目を番組表で予約し、以下の操
作で終了時間を3話目の終了時間に変更すると、1
話から3話まで一つの録画予約にすることができま
す。

❶ で「予約日時変更」を選び、 を押す
❷メッセージが表示されたら、 で「はい」を選
び、 を押す

❸ 「日時を指定して予約をする」 の手順3以
降の操作をする

番組表で予約をする

メッセージが表示された場合

番組表で簡単に予約する（一発予約）

内容を確認して録画・予約する

❶ で「はい」を選び、 を押す
❷ 重複している予約（予約済の番組）を取り消すときは、

● 新規予約をやめる場合は、「いいえ」を選びます。

● 予約をやめる場合は、「いいえ」を選びます。

❸ 　　で「はい」を選び、　   を押す

❶ 

予約を取り消す番組を　　で選び、　  を押す❷ 

● 放送局の変更があった場合、予約どおりに動作しないことがあります。
● 複数の番組が連続して予約されている場合、番組の最後の部分が録画されません。
● 予約をした時間帯は番組表に赤色の帯で表示されます。
● 予約の確認や取り消しについては を、予約の優先順位については をご覧ください。
● 本機で「毎予約」で予約しても、機器によっては受け付けない（録画しない／録画機能が働かない）場合があります。

予約する日時を変更する場合

視聴制限番組について

「予約数がいっぱいです。」が表示された場合

表示された場合
「設定した時間帯はこれ以上予約ができません」が

● 手順3で視聴制限番組を選んで視聴予約をしたときは、「予
約を設定しました。」が表示されます。視聴開始時間に視聴制
限番組のメッセージが表示されます。

● 手順3で視聴制限番組を選んで録画予約または連ドラ予約
をしたときは、メッセージが表示されます。 を押して
「はい」を選び、 を押すと暗証番号入力画面が表示されま
す。 ～ で暗証番号を入力すると、視聴制限が一時
解除されます。 
「いいえ」を選んだときは、前の画面に戻ります。
※ 視聴制限番組について、詳しくは「視聴できる番組を制限す
る」  をご覧ください。

41

1 を押す
● 番組表が表示されます。

2 予約する番組を で選び、 を
押す

で「はい」を選び、  を押す

● ダウンロード予約が取り消されます。
● 録画予約をやめる場合は、「いいえ」を選びます。● 
● ダウンロードについては、　　　をご覧ください。

❶ で「はい」を選び、  を押す

で「はい」を選び、 を押す

「ソフトウェアのダウンロード予約と時間が重
　なっています。」が表示された場合

北軽井沢

北軽井沢 森林

世界のいとりん
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42

マルチ表示の番組表で予約するとき
● 一つの放送局で別の番組を放送している場合、その番組を予
約するには番組表を「マルチ表示」 に切り換えます。

● マルチ表示の番組表で同じ番組が並んでいる場合は、どちら
を選択しても予約できます。

ＮＨＫＥテレ東

地デジ番組表

9
AM

10
AM

1 011 1 012 2
ＮＨＫ総合・東京 ＮＨＫ総合・東京

00

●マルチ表示の番組表で同じ番組が並んでいる場合は、どち
を選択しても予約できます。

地デジ番組表

東東テレ東

み事件続報

00　フルホース　

00

地デジ番組表地
11

00
ＮＨＫ総合
000

AM

9
AM

00

デジ番組表表番組
011 012 2
表
1

00

1010

9
AM

00 00

00

ーフルホ00 00

（水）
8/10

8/10 11（水） （木）

30

011011 11
ＥテＥテ

報報

ＫＥ

012 2
ＫＥ

続続

フルホ00 00

合・東京 Ｎ合・東京 Ｎ
0000

00

30

ＨＫＮ合・東京ＨＫ総合合Ｈ ＨＫＮ合・東京
00

ＨＫ総合合Ｈ
00

事件続事件続み事み事
30 30

選択したほうにつきます こちらにはミニアイコンがつきます

マルチチャンネル放送時の
別番組は、「マルチ表示」に
すれば予約できます

同じ番組の場合は、どちらを
選択しても予約できます

23
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● 連続ドラマや連日放送されている同じ番組などを、毎回自動的に録画されるように予約することができます。
※ 録画機器がUSBハードディスクの場合に連ドラ予約ができます。

● 電源を「入」にしてからしばらくの間は連ドラ予約ができません。
● 連ドラ予約後に、番組情報が取得できなくなった場合や、追跡キーワードに該当する番組が検出できなかった場合は録画されません。
● 映などの囲い文字は［映］などと表示されます。また、漢字の旧字などの特殊な文字は表示されない場合があります。
● 予約の確認や取り消しについては を、予約の優先順位については をご覧ください。

連続ドラマを予約する

1 を押して、番組表を表示させる

2 連ドラ予約をする番組を で選
び、 を押す
● 現在放送中の番組を選んだ場合は「番組指定録画」画
面が、これから放送される番組を選んだ場合は、「番
組指定予約」画面が表示されます。

3 番組の録画先をUSB ハードディスクに設定する
● 「録画予約や連ドラ予約の設定を変更するとき」

の操作で、「録画先」を設定します。

4 で「連ドラ予約」を選び、 を
押す
● 画面の図は、「番組指定予約」画面の場合の例です。

操作を選択してください。
録画予約 予約日時変更視聴予約 連ドラ予約

ここを選びます。

5 「連ドラ予約」画面で内容を確認する
● 番組名（連ドラ）や追跡基準の曜日などが正しく表示
されているか確認してください。

「連ドラ予約」がより正しく実行されるために
「録画予約や連ドラ予約の設定を変更するとき」
の操作で「連ドラ設定」の画面を表示させ、「追跡キー
ワード」の確認・編集をすることをおすすめします。

6 で「はい」を選び、 を押す

7 「予約を設定しました。」が表示されたら、を押す

❶ を押し、 で「連ドラ予約」を選んで を押す
❷ 手順5～7の操作をする

● 連ドラ予約は、追跡基準（指定した番組の放送曜日と開始時
刻）と、追跡キーワード（番組名など）を基に、次回の番組を検
索して自動的に録画予約をする機能です。
※ 追跡基準（開始時刻）の前後約２時間が検索されます。

● 追跡キーワードには連ドラ予約をした番組の番組名、追跡基
準には番組の放送時間が自動で設定されます。

視聴中の番組を連ドラ予約する場合

連ドラ予約の動作について

43
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● 日時指定予約では放送時間連動の設定はできません。
● 予約の確認や取り消しについては を、予約の優先順位については をご覧ください。

日時を指定して予約をする／番組を検索して録画・予約をする

7 「予約を設定しました。」が表示されたら、を押す

● 「設定した時間帯はこれ以上予約ができませ 、「予約数が」。ん
いっぱいです。」のメッセージ表示された場合の操作につい
ては、 をご覧ください。

番組を検索して録画・予約をする

1 を押す
● 番組表が表示されます。

2 （番組検索）を押す
● 番組検索画面が表示されます。

3 「条件を絞りこんで番組を探す」 の手
順3 ～ 5の操作をして、録画・予約した
い番組を検索する

4 「番組検索結果」画面から録画したい番組を で選び、 を押す

5 録画・予約をする
● 操作方法は、「番組表で予約する」 の手順3と同
じです。

● 放送予定の番組を選んで予約をした場合には、「番組
検索結果」の画面に戻ります。ほかの番組の予約を続
けることができます。

日時を指定して予約をする

1 　　を押し、　　と　　で「その他の操作」⇨「予約リスト」の順に進む
● 予約リストが表示されます。

2 を押す
● 日時指定予約画面が表示されます。

3 録画予約の日時を設定する

❶ 設定する項目を で選び、 で日時を設定
する
● 6週間先まで指定できます。
● 特定の日のほかに、「毎日」、「毎週（日）」～「毎週
（土）」、「月～木」、「月～金」、「月～土」などの繰り返
し録画も選べます。

● 設定できる時間は最大23時間59分です。

❷ 設定が終わったら、 を押す

4 録画するチャンネルを設定する

❶ 設定する項目を で選び、 で内容を選ぶ

 放送メディア ·····  テレビ／ラジオ（BS、110度CS
のみ）／データ

 放送の種類  ·····  地デジ／ BS ／ CS

 チャンネル·········  指定された放送の種類やメディ
アに該当するチャンネル

❷ 設定が終わったら、 を押す

5 録画設定を変更する場合は、 の手順
で操作をする

メッセージなどが表示された場合

44

6 で「視聴予約」または「録画予約」
を選び、 を押す
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録画予約や連ドラ予約の設定を変更するとき

1 録画・録画予約・連ドラ予約画面などで、「詳細設定」を で選び、 を押す
● 録画・録画予約の「マイフォルダ」の設定は、画面上の「マイフォルダ」を選んで変更します。

❶ 録画・録画予約画面で、「マイフォルダ」を で選び、 を押す
❷ で設定したいフォルダグループを選び、 を押す

2 設定する項目を で選び、 を押す
※ そのときの状況によって、設定や変更ができない項目があります。（下の表中の「×」は設定がありません）

3 で内容を選び、 を押す

4 で「設定完了」を選び、 を押す

項　目 内　容 USB
ハードディスク

録画先  録画をする機器を選びます。 ○

○

○

○

○

○

○

×

マイフォルダ
 番組の再生時に探しやすくするために、録画時にフォルダ分けします。
 再生のときに録画リストを「マイフォルダ別」の表示にすれば、保存した「マイフォルダ」の中
から番組を探すことができます。「マイフォルダ」の名称は変更することができます。

保護  録画する番組を保護する（消さないようにする）かどうかを設定します。
 録画後に設定することもできます。

連ドラ

 文字入力画面が表示され、必要に応じて連ドラの名称を編集することができま 。（再生のす
際に「連ドラ別」の録画リストから番組を探しやすい名称などに編集します）
 文字入力のしかたは、 をご覧ください。
 連ドラの名称（連ドラグループ名）はあとで変更することもできます。

追跡キーワード  文字入力画面が表示され、必要に応じて連ドラ予約の追跡キーワードを編集することがで
（。すまき 1回の放送に限られるようなキーワードは削除しておきます）

追跡基準  必要に応じて、連ドラ予約をする番組の録画曜日と時間を設定することができます。

上書き録画  連ドラ予約の場合に上書き録画の設定をします。
 上書き録画にすると前回の録画番組が削除されます。

放送時間

録画品質

  放送局から番組遅延の情報が送信されると、最大3時間までの遅れに連動して録画をする
機能です。（放送時間の繰り上げには対応できません）
 ほかの予約と時間帯の一部が重なったときの優先順については をご覧ください。

 「 録画品質」を選択すると、設定メニューが表示されます。
 「 ハイビジョン画質（DR/AVC）」
　DR/TS/AF/AN/AEから選択するか、MNで画質レートを選択します。
 「 DVD画質（VR）」
　XP/SP/LP/EPから選択するか、MNで画質レートを選択します。
 「 録画先の設定画質」
　録画機器側で設定されている録画モードから選択します。

「マイフォルダ」を変更するとき

45
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予約の確認・変更・取り消しをする

1 　　を押し、　　と　　で「その他の操作」⇨「予約リスト」の順に進む
● 予約リストが表示されます。

2 予約の確認や変更、取り消しをする番組を で選び、 を押す

3 以下の操作をする

❶ で「はい」を選び、 を押す

● 予約の重複がある場合は、その中からどれか予約を
取り消す番組を選択します。

● 前ページの「録画予約や連ドラ予約の設定を変更す
るとき」の操作をします。

❶ で「はい」を選び、 を押す

❶ で「詳細設定」を選び、 を押す
❷ で設定を変更する項目を選び、 を押す
● 設定画面に表示されている項目の内容について
は、前ページの「録画予約や連ドラ予約の設定を変
更するとき」の表を参照してください。

❸ で「設定完了」を選び、 を押す

● 予約の確認や取り消し、録画設定や連ドラ設定の変更をすることができます。

予約を取り消すとき

録画設定を変更するとき

予約内容を変更する場合

連ドラ予約を取り消すとき

46

ザ　フォックス

ザ　フォックス

ザ　フォックス
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録画・予約をする

予約・録画の優先順位と予約の動作について
予約・録画の優先順位について

「録画予約」が最優先されます
● 録画予約と他の録画や視聴予約などが重なった場合、録画予
約が優先され、他の録画や視聴予約は中止または取り消しに
なります。

放送時間が変更されたとき
● 予約した番組の放送時間が変更されて、他の予約番組と重
なったときは、以下の優先順位で録画されます。

「放送時間」を「連動する」に設定した予約番組と「連動しない」
に設定した番組が重なった場合

● 「放送時間」を「連動する」に設定した番組が優先されます。
 「放送時間」を「連動する」に設定していた予約Aが時間変
更に対応したため、予約Aと重なった部分の予約Bは録
画されません。

予約A
「放送時間連動する」

予約B
「放送時間連動しない」

時間変更

「放送時間」を「連動する」に設定した複数の予約番組が重なっ
た場合

❶ 開始時刻が変更された場合
● 開始時刻の早い予約が優先されます。
 予約Aの変更後の開始時刻よりも、予約Bの開始時刻
が早くなるので、予約Aは取り消されます。

予約A
「放送時間連動する」

予約B
「放送時間連動する」

時間変更

❷ 放送時間が延長された場合
● 先に録画を開始した番組の時間延長が優先されます。
 先に録画を開始し、放送時間延長に対応した予約Aが優
先されます。開始時刻の遅い予約Bは取り消されます。

時間延長

予約A
「放送時間連動する」

予約B
「放送時間連動する」

❸ 複数の予約番組の開始時刻が同じになった場合
● 最初に予約設定した番組が優先され、2番目以降に設
定した番組の予約は取り消されます。

予約の動作について
● 予約設定後、本機の動作は以下のようになります。

予約した番組放送が始まるとき

● 予約した番組の放送開始時刻近くになると、画面にメッ
セージが表示されます。予約を中止する場合は、　　
または　　　を押します。

● 録画予約の場合は、予約した番組のチャンネルに切り換
わります。

● 視聴予約の場合は、電源が「入」のときのみ、予約した
番組のチャンネルに切り換わります。

予約した番組の放送中

● 録画予約した番組の録画中に操作できないボタンを押す
と、「＊＊＊を録画中です。終了を押すと録画を中止し
ます。」または、「録画実行中は切り換えられません。」
と表示されます。

● 録画予約した番組の録画が始まると、左記の優先順に
従って他の録画は中止されます。

予約した番組の終了後

● 本機を通常どおり使用できます。
● 録画予約した番組の録画が終了した場合は、本体前面の
「電源/録画」表示は電源が「待機」の場合、赤色に点灯
し電源が「切」の場合は消灯します。

● 視聴制限のある予約番組が始まるときは、メッセージが
表示されます。 を押し、暗証番号  を入力してく
ださい。

47

優先順2位 優先順3位優先順1位

録画予約 ＞＞ 視聴予約「番組指定録画」
　画面からの録画

での録画

76
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録画した番組を再生する
● USBハードディスクに録画した番組を見るには、以下の操作をします。

再生の基本操作とさまざまな再生のしかた

1 を押す

2 必要に応じて録画リストの表示を変える
● 分類タブとグループタブについては、下の図を参照
してください。

❶
 すべて 。すまれさ示表が組番画録のてべす  ············· 
 未視聴 。すまれさ示表が組番画録の生再未 ············· 
 曜日別 。すまれさ示表にとご日曜たし画録 ············· 
 ジャンル別 ·····  ドラマや映画などのジャンルごと

に表示されます。番組情報がない
場合は、「その他」に分類されます。

 連ドラ別 ·········  「連ドラ予約」の予約ごとに表示さ
れます。

 マイフォルダ別 ···  「録画設定」で指定した「マイフォル
ダ」ごとに表示されます。

❷ でグループタブを切り換える
● 分類が「すべて」と「未視聴」の場合はグループタブ
はありません。

3 見たい番組を で選び、 を押す
● 選んだ番組の再生が始まります。
● 前回、再生を途中で停止した番組を選んだ場合は、続
きから再生されます（レジューム再生）。

● 番組を最後まで再生し終わると、そのまま静止状態
になります。

● 再生中にできるリモコン操作については、次ページ
をご覧ください。

4 番組再生を終了するには、 または
を押す

● 録画が終了するまで待たずに再生することができます。

番組の冒頭から再生する－頭出し再生 
❶ 再生する番組を選んで、 （頭出し再生）を押す

録画中の番組を再生する－追っかけ再生

❶ 録画中の番組を で選んで を押す

再生中にタイムサーチで再生位置を指定する

❶ を押し、 で「サーチ」を選んで を押す
● 画面右上に サーチ ー ー：ー ー：ー ー が表示されます。

❷ ～ で時間を指定する
 冒頭から1時間25分5秒後の位置を指定するとき

の順に押します。

● 

■ 録画リストについて
● 録画開始直後の番組は、録画リストに表示されるまでに少し時間がかかります。
●
 
録画リストに表示できる最大数は1000番組までです。これを超えた機器では正しく動作しないことがあります。

● 機器に記録されている情報によっては、選択中の録画番組の情報が正しく表示されないことがあります。
● コピー制御アイコンは番組の情報として表示されます。本機は録画番組のムーブにのみ対応しています。

• で分類タブを切り換える

48

番組冒頭部分の約2秒間を飛ばして再生が始まります。（録画は番組開始時刻の約2秒前から開始されるようになっています）

録画リスト（例）

操作ガイド

グループタブ
分類タブが「すべて」と「未
視聴」では表示されません。

選択中の録画番組が再
生画面に表示されます。

選択中の録画番組の情報

機器の情報

操作ガイド

自動削除機能が有効の
ときに表示 自動削除

使用中の機器

分類タブ
選んだ番組の番号／
録画番組数

番組の並び順

コピー制御アイコン

選んだ番組の番号/
録画番組数

番組の並び順番組の並び順

放送日

録画中アイコン

未再生の番組
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再生する

録画した番組を再生する　つづき
録画番組の再生中にできるリモコン操作

 

※ 録画中の番組再生での早送り/早戻し再生などの特殊再生機能は、正しく動作しないことがあります。
※ 録画番組によっては、一時停止やワンタッチスキップなどの特殊再生操作をしたときに映像が表示されなくなる場合がありま
す。その場合は、 で通常再生に戻してから再度特殊再生の操作をしてください。

● ワンタッチスキップとワンタッチリプレイの時間を変更することができます。お買い上げ時の設定のように、飛ばす時間より
も戻す時間を短く設定しておくと、飛ばしすぎて戻すときに便利です。

❶ を押し、 と で「外部機器設定」⇨「録画再生設定」の順に進む

❷ で「ワンタッチスキップ設定」または「ワンタッチリプレイ設定」を選び、 を押す
 で時間を選び、 を押す❸

ワンタッチスキップ／ワンタッチリプレイの時間を変更する

49

ボタン 内　容

録画番組の再生を開始します。
 

 
再生中に押すと一時停止になります。
　 一時停止中にもう一度押すと、再生が再開されます。

再生を終了し、放送画面に戻ります。

早送り再生をします。（押すたびに速さが変わります）

 

早戻し再生をします。（押すたびに速さが変わります）

 

再生中に押すと、30秒ほど先に進んで再生します。
（ワンタッチスキップ）

再生中に押すと、10秒ほど戻って再生します。
（ワンタッチリプレイ）

再生中に押すと、録画リストが表示されます。
　 放送番組視聴時に押した場合も録画リストが表示されます。

録画番組の情報や番組説明を見る

❶ 再生中に を押す
● 再生中の番組の情報が表示されます。
● しばらくすると番組情報の表示は消えます。

❷ 表示を消すには、もう一度 を押す

❶ 録画リスト表示中または番組の再生中に
で「番組説明」を選択して　　を押す。

● 番組説明画面が表示されます。

❷ 番組説明画面を消すには、 を押す
● しばらく放置した場合にも消えます。

番組の情報を見る

番組説明を見る
を押し、

録画番組を修復する
● 録画中に停電したり、電源プラグを抜いてしまったりする
と録画番組が正しく保存されず、そのままでは再生できま
せん。このような場合、「録画番組の修復」をすると、録画さ
れた内容を再生できるようになることがあります。

❶ を押し、 と で「外部機器設定」⇨「USB
ハードディスク設定」の順に進む

❷ で「録画番組の修復」を選び、 を押す
❸ 番組を修復する機器を で選び、 を押す
❹ 確認画面で、 で「はい」を選び、 を押す
● 修復の処理が始まります。終わるまでそのままお待ちく
ださい。

❺ 表が」。たしまい行を復修の組番画録「 示されたら、
を押す

●この操作には、30分程度かかる場合があります。
● 録画番組を修復できなかった場合は、「録画番組の修復が
できませんでした。」が表示されます。

※ 録画番組が修復できた場合でも、通常再生以外の再生機
能は正しく動作しないことがあります。

動作状態 再生位置カウンター 番組総時間

録画番組の情報
番組名、放送チャンネル、
放送時刻など
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● 「マイフォルダ別」の録画リストで表示されるグループのタ
ブ名を変更することができます。

● 「連ドラ別」の場合にも同様の操作ができます。その場合は、
グループ名を変更すると予約リストの予約番組名も同じ名
前に変更されます。

● ハードディスクが複数接続されている場合、機器ごとにグ
ループ名を変更することはできません。

● USBハードディスクでの録画中は、この操作はできません。

1 「マイフォルダ別」の録画リストを表示させる
● 連ドラグループ名を変更する場合は、「連ドラ別」の
録画リストを表示させます。

2 名前を変更するグループのタブを で
選ぶ

 「 わたし」のグループを選択

新しい番組順1/6ＵＳＢ1 ハードディスク１

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○

　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　　○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

録画リスト

わたし

未視聴 曜日別すべて ジャンル別 連ドラ別 マイフォルダ別

4/  8（月）

4/  9（日）

4/11（水）

4/11（水）

4/10（火）

4/10（火）

ぼく おじいちゃん

新しい順1/6ＵＳＢ1 ハードディスク１

8/  9（火）

8/  8（月）

録画リスト

8/11（木）

別 マイフォル

おじいちゃん

1/

録画リスト
未視聴 曜日別 ジャンル別 連ドラ別

8/11（木）

おわたしぼく

8/10（水）

ハードディスク１ハ ドディスク１

8/10（水）

自動削除

地デジ 011
ＮＨＫ総合・東京

録画可能時間：22時間45分
残量：46%

2016/ 8/ 10（水） PM 9:00（02:00）
4.0 %HD

3 を押し、 と で「編集・管理」
⇨「マイフォルダ管理」⇨「マイフォルダ名
の変更」の順に進む
● 「連ドラ別」のグループ名を変更する場合は「連ドラ
グループ名の変更」の順に進みます。

4 文字入力画面でグループ名を入力する
● お好みの分類名にすることができます。
● 文字入力のしかたは、 をご覧ください。
● 全角文字で10文字まで入力できます。
● 文字入力の操作が終わると、録画リストのグループ
タブ名が変更されます。

 「 わたし」⇨「 まさみのお気に入り」に変更

新しい番組順1/6ＵＳＢ1 ハードディスク１

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○

　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　　○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

録画リスト

まさみのお気に入り

未視聴 曜日別すべて ジャンル別 連ドラ別 マイフォルダ別

10/  8（月）

10/  9（日）

10/11（水）

10/11（水）

10/10（火）

10/10（火）

ぼく おじいちゃん

ＵＳＢ1 ハードディスク１

8/  8（月）

8/  7（日）

録画リスト

8/10（水）

別 マイフォル

じいちゃん

録画リスト
未視聴 曜日別 ジャンル別 連ドラ別

8/10（水）

おじまさみのお気に入りぼく

8/10（水）

ハードディスク１

8/  9（火）

新しい順1/6

自動削除

地デジ 011
ＮＨＫ総合・東京

録画可能時間：22時間45分
残量：46%

2016/ 8/ 10（水） PM 9:00（02:00）
4.0 %HD

グループ名を変更する

53

48

34









2.2※HDMI2.0（4K）















































































電源待機時に番組情報を取得等の動作を
開始する際、「カチッ」という音が聞こえる
ことがあります。

「ジー」という液晶パネルの駆動音が聞
こえることがあります。

「ピシッ」というきしみ音は、部屋の温度
変化でキャビネットが伸縮する時に発生
する音です。画面や音声等に異常がなけ
れば心配ありません。

使用していない場合でも、番組情報取得
等の動作をしている時等は、本機の温度
が多少上昇します。

　　

①電源プラグをコンセントから抜いて下さい。 ①テレビ本体の電源ボタンを押し続けます。

②1分間以上お待ち下さい。

表の「ページ」の欄は関連事項が記載されているページです。

③電源プラグをコンセントに差し込んで、電源を入れます。

　

　

85

アンテナに雪が大雪が降っている大雨が降っている

背面の電源ボタンを4秒以上押す

②本体前面の「電源」の表示ランプが点滅したら、電源ボタンから
　手を離します。

③しばらくすると電源が「入」になり、画面に
「リセット機能により、再起動しました。」が表示されます。

テレビが操作できなくなったとき-テレビをリセットする

86

電源がはいらない

リモコンで操作ができない

放送の映像が出ない、またはきれいに映らない

接続した機器の映像が出ない、またはきれいに映らない

操作

映像

69

56
57
58

87

AVシステムのスピーカーで聴く テレビのスピーカーで聴く

音声

地上デジタル放送

16
66
67

16
66
67

62

69

70

70

「バックライト」等で適切な明るさに調整します。

88

番組表を表示中にメニューの「文字サイズ変更」で、文字の大きさを
変更することができます。

BS・110度CSデジタル放送

番組表

お知らせアイコンが消えない

23

24

72

78

23
24

89

外部入力からの番組、独立データ放送番
組、外部機器からの映像、ネットワーク
サービスの映像ではありませんか？

録画・再生

36

37

52

45

45

78

51

49

90

「HDMI連動設定」の「AVシステム連動」を「使用する」に設定します。
また、「HDMI連動設定」の「優先スピーカー」を「AVシステムスピー
カー」に設定しておくと、オーディオ機器の電源が「入」のときは、オ
ーディオ機器のスピーカーから音声が出ます。
メニューの「スピーカー切換」で「AVシステムのスピーカーで聴
く」に切り換えます。

HDMI連動機能

57
60
79

60
61

61

91

64
65

64
65

92

「miniB-CASカードが挿入され
ていません。
miniB-CASカードを挿入してく
ださい。」

「miniB-CASカードが正しく挿
入されていません。
miniB-CASカードをご確認くだ
さい。」

「このminiB-CASカードはご使
用になれません。」

気象条件などによって信号レベ
ルが下がり、降雨対応放送切換
が可能な状態になった。

「電波の受信状態が良くありませ
ん。メニューから降雨対応放送に
切り換えられます。
コード：E201」

「アンテナ接続か受信環境に問題
があるためご覧になれません。
ケーブルをつなぎ直すかアンテナ
再調整などをしてください。
[青]ボタンでアンテナレベルをご
確認ください。
コード：E202」

全般

31

13

13

10
11
69

93

「USB端子の電源容量を越えまし
た。接続機器をはずし、本機の電
源プラグをコンセントから抜き、も
う一度電源プラグを差し込んでく
ださい。」

USBハードディスクに関するエラー表示

49

94

「サーバーと通信できませんでし
た。詳しくは取扱説明書をご覧く
ださい。」

サーバーからのソフトウェア・ダ
ウンロードに失敗した。

接続・設定の状態を確認します。

回線が混みあっている。 しばらくたってから、もう一度操作します。
「本機にルート証明書が設定さ
れていないため、サーバーに接
続できません。」

本機にルート証明書が設定され
ていない。

ルート証明書番号を確認し、MARSHAL㈱カス
タマーセンター修理対応窓口にお問い合わせ
ください。

「現在設定されているルート証明
書ではサーバーの安全性を確認
できないため、接続できません。」

ルート証明書は本機内に設定さ
れているが、接続先のサーバー
証明書との検証ができない。

ルート証明書番号を確認し、正しいルート証明
書であるかをMARSHAL㈱カスタマーセンター
修理対応窓口にお問い合わせください。

「現在設定されているルート証明
書の有効期限が切れているため
、サーバーに接続できません。」

ルート証明書の有効期限が切
れている。

「サーバーの証明書の有効期限
が切れているため、接続できま
せん。」

接続先の証明書が有効期限切
れになっている。

接続先の安全性に問題があります。本機は、一
部の接続先については、安全性の確認ができ
ない場合、接続は行われません。（本機の動作
は正常です）「サーバーの証明書には表示す

るページの名前が含まれていな
いため、接続できません。」

サーバー証明書に表示しようと
しているページの名前がない。

「サーバーの証明書の不正が検
出されたため、接続を中断しま
す。」

接続先の証明書が改ざんされて
いる。

「サーバーの証明書に問題があ
るため、接続を中断します。」

認証エラーが発生した。

LAN端子を使った通信に関するエラー

録画・見る

注意事項

9596

ご使用上のお願いとご注意

● 本機をご使用中、製品本体で熱くなる部分がありますので、
　ご注意ください。
● 引越しなど、遠くへ運ぶときは、傷がつかないように毛布
　などでくるんでください。また、衝撃・振動を与えないで
　ください。
● 本機に殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。
　また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでく
　ださい。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
● 電源プラグは非常時と長期間ご使用にならないとき以外は、
　常時コンセントに接続してください。（番組情報を取得す
　るためです）
● 畳の上に置かないでください。金属部が直接畳に触れてい
　ると、さびが出たり、畳表に穴があいたりする可能性があ
　ります。
● 本機の近くにキャッシュカードなどの磁気カードやビデオ
　テープなどを置かないでください。本機から出る磁気の影
　響でデータや録画内容などが損なわれる可能性があります。
● 本機から「ジー」という液晶パネルの駆動音が聞こえる場
　合がありますが、故障ではありません。
● 外部入力（ビデオ入力、HDMI入力1～3）の映像や音声に
　は若干の遅れが生じます。以下の場合にはこの遅れによる
　違和感を感じることがあります。
　　ゲーム、カラオケなどを接続して楽しむ場合
　　外部機器の音声を直接オーディオ機器に接続して視聴す
　　る場合

　の他これに準ずる限られた範囲内で楽しむ以外は、著作権
　法上、権利者に無断では使用できません。録画・録音した
　ものを個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた
　範囲内で楽しむ以外に権利者の許諾なく、複製・改変した
　り、インターネットなどで送信・掲示したりすることは著
　作権法上禁止されています。以下の行為なども、原則とし
　て著作権法上保護された権利を侵害することになりますの
　でご注意ください。
　　録画した番組を自分のホームページで見られるようにす
　　る。
　　録画した番組をメールやメッセンジャーサービスなどで
　　他人に送る。
　　番組を録画したビデオテープやディスクなどの媒体を営
　　利の目的で、または不特定もしくは多数の人に貸す。
　著作権法に違反すると刑事処罰を受ける場合もありますの
　で自己責任のもとでご利用ください。なお、著作権法違反
　によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いま
　せん。

●「 設定の初期化」　　で、暗証番号や双方向サービスの
　情報（住所・氏名、ポイント数などの利用者個人の情報）、
　ネットワークサービスの登録情報なども含めて、初期化し
　てください。
● 廃棄時にご注意ください
　家電リサイクル法では、ご使用済の液晶テレビを廃棄する
　場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料
　金）をお支払いの上、対象品を販売店や市町村に適正に引
　き渡すことが求められています。

● 地震・雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その
　他の事故、使用者の故意または過失、誤用、その他異常な
　条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切
　の責任を負いません。
● 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事
　業利益の損害、事業の中断、視聴料金の損失など）に関し
　て、当社は一切の責任を負いません。
● 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害
　に関して、当社は一切の責任を負いません。
● 本機に接続した機器に正しく記録（録画、録音など）でき
　なかった内容または変化・消失した内容の補償、および付
　随的な損害に関して、当社は一切の責任を負いません。大
　切な番組の録画・録音には、本機との組合せによらない録
　画・録音機器を併用することをおすすめします。
● 他の接続機器との組合せによる誤動作や動作不能、誤操作
　などから生じた損害（録画機器などの故障、録画内容の変
　化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
● 誤操作や、静電気などのノイズによって本機に記憶された
　データなどが変化・消失することがあります。これらの場
　合について、当社は一切の責任を負いません。
● 故障・修理のときなどに、データ放送の双方向サービスな
　どで本機に記憶された利用者の登録情報やポイント情報な
　どの一部あるいはすべてが変化・消失した場合の損害や不
　利益について、当社は責任を負いませんのであらかじめご
　了承ください。

● 本機に接続した機器に録画・録音する際は、事前に試し録
　画・録音をして、正しくできることを確かめておいてくだ
　さい。
● 本機に接続した機器に録画・録音した内容の長期保存は保
　証できません。あくまでも一時的な保存・再生機能として
　ご使用ください。
● 著作権保護のため、コピーが禁止されている番組は録画を
　することはできません。また、著作権保護のため、1回だ
　け録画が許された番組は、録画した番組をさらにコピーす
　ることはできません。
● あなたが録画・録音したものは、個人的にまたは家庭内そ

取り扱いについて

本機を廃棄、または他の人に譲渡するとき

免責事項について

電源プラグをコンセントから抜く際のご注意

録画・録音について

● 電源プラグをコンセントから抜いたり、コンセントの元に
　つながっているブレーカーを落としたりする際は、以下の
　手順で行ってください。
❶ 本機に接続したUSBハードディスクで録画やムーブ
（移動）をしている場合は終了させる
●「予約の確認・変更・取消しをする」　　の手順で確認
　してください。
❷ 録画予約が設定されていないか確認する
●「 予約の確認・変更・取消しをする」    　の手順で、電
　源プラグを抜いている間に始まる予約がないか確認して
　ください。電源プラグが抜かれていると、予約した番組
　は録画されません。
❸ 本体の電源ボタンを押して電源を切る
❹ 電源プラグをコンセントから抜く

46
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