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異常や故障のとき ■煙がでたり、異常なにおいがしたり、水に濡らしたときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く。
■電源が入ったまま落としたり強い衝撃を与えたりしたときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜

く。
■電源コードの被覆が剥がれるなどコードやプラグ傷んだりしたときは、　電源プラグをコンセント

から抜く。

使用するとき ■強い衝撃を与えたり、投げたり、濡らしたりしないで。
■分解や改造しての使用は、感電や火災・接続機器への損傷の原因になります。
■水が入ったり、内部が濡れたりしないよう注意してく。
■異物などが混入した場合は、本機の電源を切り電源コードをコンセントから抜いて。

設置するとき ■製品に付属または弊社より提供されるアンテナやアクセサリ以外のものは接続しないで。
■炎天下や冷暖房器具などの送風口近くに設置すると、本体が高温になりやけどや故障の原因とな

ります。
■電池を日光や炎などのような猛烈な暑さのもとにおかないで。
■花瓶などの液体の入ったものを上には置かないでください。
■高温多湿、埃の多いところや、煙や湯気が当たるような場所では使用しないでください。
■傾いた台の上など、不安定な場所には置かないで

電源コードについて ■電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らないで。
■電源コードの電源プラグは、濡れた手で抜き差ししないで。
■電源コードは必ず本製品付属のものをつかってください。
■通電中の電源コードを暖めたり、布や布団をかぶせるなどして保温しないで。
■電源コードを傷つけたり、破損･加工や無理にねじ曲げたりしないで。

注意

本体 手順書 リモコン AC アダプタ

同梱品

電源入力

電源ランプ
電源ボタン

USB1受光部

電源入力 B-CAS カードスロット

USB2 HDMI 出力 映像出力

アンテナ入力

名称

LAN 端子（録画中は無効になります）
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初期設定をする

1. B-CASカードを取り付け、映像ケーブル（HDMIまたはビデオ）を接続します。

2. TVアンテナ（地デジとBS/CS）を接続します。

3. ACアダプターを接続し、電源ボタンを押します。

4. はじめて起動するときは、自動的に初期設定を行います。

　 そのまま待ちます。

5. 自動的にチャンネルスキャンがはじまります。

　 途中で終了するには、リモコンの[2]ボタンを押します。

6. 続いて番組表を取得します。

　 中止するにはリモコンの[ 戻る ]ボタンを押します。

　 

これで初期設定は終了です。
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初期設定をする

リモコンは、本体の[リモコン受光部 ]に向けてボタンを押してください。

リモコンについて

電源ボタン

音量調整 チャンネル切替

番組表

消音

放送局切替

メニュー表示

前の画面に戻る

停止ボタン

再生コントロール

番組情報の表示

メニュー画面終了

再生・一時停止

録画開始

チャンネル切替

数字の入力

音声切替
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テレビを見る・録画する

初期設定終了後、または2回目以降に電源を入れるとテレビ映像が表示されます。

● チャンネルを切り替える

　 - リモコンの[数字キー]ボタンを押します。割り当てられた放送局に切り替わります。

　 - リモコンの[　][　]ボタンを押します。チャンネルが順番に切り替わります。

　 - リモコンの[地 ][BS][CS]ボタンを押すと、[地上デジタル][BSデジタル][110度 CSデジタル]

　　 放送に切り替わります。

● 音量を変える。

　 リモコンの[＋]または[-]ボタンを押します。[消音]ボタンを押すと音量を消すことができます。

● 音声モードを切り替える。

　 リモコンの[音声モード]ボタンを押します。主音声や副音声に切り替えることができます。

● 字幕を表示する。

　 リモコンの[メニュー] -> [7]ボタンを押します。

● 番組名を表示する。

　 リモコンの[表示]ボタンを押すと、現在のチャンネル・番組名が表示されます。

　 表示を消すにはもう一度[表示]ボタンを押します。

● 番組表を表示する。

　 リモコンの[EPG]ボタンを押すと電子番組表が表示されます。

　　※ 番組表はリモコンの[メニュー]-> [1]からも表示できます。
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テレビを見る・録画する

　- 前日に切り替える：[1]ボタンを押します。

　- 翌日に切り替える：[2]ボタンを押します。

　- カテゴリ配色を表示する　　

　　　 ：[メニュー]->[3]ボタンを押します。

● 番組詳細情報を表示する。

　 リモコンの[メニュー] -> [2]ボタンを押します。

　　現在見ている番組の詳細情報が表示されます。

● 録画をする。

　 リモコンの[●]ボタンを押します。

　 現在見ている番組を録画開始します。

　　※ 録画中はネットワーク機能は無効になります。

　 

　 録画を停止するにはリモコンの[■]ボタンを押します。

　 録画を停止する番組を[1]または[2]ボタンを押します。
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録画停止の確認画面が表示されます。[決定 ]ボタンを押すと録画が停止されます。

● 予約録画を行う。

　　予約録画は番組表から行う方法と、放送局や時間を指定して手動で行う方法があります。

【番組表から行う】

1. [EPG]ボタンを押して、番組表を表示させます。

2. 予約したい番組を選択して[決定 ]ボタンを押します。

3. 予約録画の確認画面が表示されます。「はい」を選んで[決定 ]ボタンを押します。

　　※ 視聴する場合は「チャンネル切り替え」を選んで[決定 ]ボタンを押します。

予約された番組には[予]マークが表示されます。

　予約を取り消すには、予約した番組を選択し[決定 ]ボタンを押します。

　予約取り消し確認画面が表示され、予約を取り消せます。

　※取り消しは「予約一覧」からも取り消すことができます。
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　予約を取り消すには、予約した番組を選択し[決定 ]ボタンを押します。

　予約取り消し確認画面が表示され、予約を取り消せます。

　※取り消しは「予約一覧」からも取り消すことができます。

【手動で行う】

1. リモコンの[メニュー] -> [4] -> [2]ボタンを押します。

2. 手動予約画面が表示されます。

3. 録画したい放送タイプ、チャンネル、録画日時と保存先を選択します。

4. 「OK」を選んで[決定 ]ボタンを押します。

● 予約の確認・編集・取り消し。

番組表や手動で追加した予約は、「予約一覧」から確認することができます。

1. リモコンの[メニュー] -> [4] ボタンを押すと「予約一覧」が表示されます。

2. 編集・取り消したい予約を選んで[決定 ]ボタンを押します。

3. 内容を編集し、「OK」を選んで[決定 ]ボタンを押します。

　 予約を取り消したい場合は、「削除」を選んで[決定 ]ボタンを押します。
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保存先 HDD を選択する

本機には2つの USBポートがあり、それぞれにUSBハードディスクを取り付けることができます。

録画をする際、どちらのハードディスクに録画するか選択することができます。

1.リモコンの[メニュー] -> [4] -> [1]ボタンを押します。

2.優先して保存したいハードディスクを[HDD1][HDD2]から選択します。

録画時にハードディスクが取り付けられていなかったり、十分な空きがない

場合は他のハードディスクに保存される場合があります。

録画番組を再生する

録画した番組は録画一覧画面に表示されます。

1.リモコンの[メニュー] -> [5]ボタンを押します。
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保存先 HDD を選択する

2. 再生したい番組を選んで[決定 ]ボタンを押すと、番組再生画面が表示されます。

3. 「再生」を選んで[決定 ]ボタンを押すと再生が始まります。

【 番組を削除する 】

録画番組を削除するには、番組再生画面で[削除 ]->[はい]を

選んで、[決定 ]ボタンを押します。

録画一覧画面で[1]ボタンを押すと

HDDやフォルダの切り替えをすることができます。

　HDDを切り替える 　：[1]ボタンを押す。

　フォルダを切り替える：[2]ボタンを押す。

録画一覧画面で[2]ボタンを押すと

並び順を変更することができます
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フォルダを管理する
接続したハードディスクにフォルダを追加し、録画した番組を移動させて分類させることができます。

フォルダの管理は、フォルダメニューから行います。

● フォルダを追加する。

　　1.フォルダメニューから、リモコンの[3]ボタンを押します。

　　2.フォルダ名を入力し「OK」を選択して「決定」ボタンを押します。

● フォルダを切り替える。

　　1.フォルダメニューから、リモコンの[2]ボタンを押します。

　　2.切り替えたいフォルダを選択し[ 決定 ]ボタンを押します。

● フォルダ名を変更する。

　　1.名前を変更したいフォルダに切り替えます。

　　2.フォルダメニューから、リモコンの[4]ボタンを押します。

　　3.フォルダ名を変更し「OK」を選択して「決定」ボタンを押します。

● フォルダを削除する。

　　1.名前を変更したいフォルダに切り替えます。　　

　　2.フォルダメニューから、リモコンの[5]ボタンを押します。

　　3.フォルダ削除の確認画面が表示されます。

　　4.「はい」を選択して[決定 ]ボタンを押すと、フォルダが削除されます。

　　　※ フォルダに含まれる全ての録画番組が削除されます。ご注意ください。

● フォルダメニューを表示する。

　　1.リモコンの[メニュー] -> [4] -> [4] -> [1]ボタンを押します。

　　2.フォルダメニューが表示されます。
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フォルダを管理する 録画番組を移動させる

追加したフォルダに、録画済番組を移動させることができます。

1. リモコンの[メニュー] -> [5]ボタンを押します。

2. 移動させたい番組を選択して[決定 ]ボタンを押します。

3. 番組再生画面で「フォルダ移動」を選択し[決定 ]ボタンを押します。

4. 移動先フォルダを選択し[決定 ]ボタンを押すと、録画番組が移動します。

5. 移動先フォルダを選択し[決定 ]ボタンを押します。
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チャンネル・リモコン設定を行う

チャンネル設定画面では、テレビチャンネルの再スキャンや使用有無、リモコン番号の設定を行う

ことができます。

● テレビチャンネルの再スキャンを行う。

　　1. リモコンの[メニュー] -> [9] -> [1] -> [1]ボタンを押します。

　　2. 自動的にテレビのスキャンが行われます。

　　

　　　※ご利用の地域が変わった場合は、必ず再スキャンを行ってください。

● リモコン番号を変更する。

　　1. リモコンの[メニュー] -> [9]ボタンを押します。

　　2. リモコン番号を変更したいチャンネルを選択し[2]ボタンを押します。

　　3. 「リモコンの数字を押してください」と表示されたら、変更したい番号を押します。

　　　※ 既に使われている番号には変更することはできません。

● チャンネル使用の有無を変更する。

　 視聴しないテレビチャンネルを無効にすることができます。

　　1. リモコンの[メニュー] -> [9]ボタンを押します。

　　2. 使用の有無を変更したいチャンネルを選択します。

 使用する   ： [3]ボタンを押します。

 使用しない ： [4]ボタンを押します。



1313

現在視聴しているテレビチャンネルの受信レベルを確認します。

　　1. リモコンの[メニュー] -> [8] ボタンを押します。

　　2. 視聴チャンネルの受信レベルが表示されます。

チャンネル・リモコン設定を行う 受信レベルを確認する

システムの更新

システムの更新を行います。システムの更新は、更新ファイルが提供されている場合に行うことがで

きます。

　　1. システムの更新ファイルをUSBメモリに保存し、USBポートに接続します。

　　2. リモコンの[メニュー] -> [0]ボタンを押します。

　　3. 「システム情報」を選択し[決定 ]ボタンを押します。

　　4. 「システム更新」を選択し[決定 ]ボタンを押します。システム更新画面が表示されます。

　　5. [1]ボタンを押して、更新ファイルを検索します。

　　6. [2]ボタンを押すと、システムの更新が開始されます。

　　　　※ 更新ファイルはUSBメモリのルートに保存してください。


