
使用上のお願い

おもな仕様

結露について
・	 本機を寒い場所から急に暖かい場

所に持ち込んだときや、冬の朝な
ど暖房を入れたばかりの部屋など
では、表面や内部に結露（水滴が
付着）が発生することがあります。
そのままご使用になると故障の原
因となりますので、結露が起きた
時は結露がなくなるまでAC アダプ
ターをコンセントに接続しないでく
ださい。

電磁波妨害について
・	 本機の近くで携帯電話や他の電子機器を使う

と、電磁波などによりお互いに悪影響を及ぼ
すことがあります。特にラジオ等が付近にあ
る場合、雑音が入ることがあります。その場
合は本機から離してご使用ください。

お手入れのしかた
・	 お手入れの際は安全のためAC アダプターを

コンセントから抜いてください。
・	 汚れはネルなどの柔らかい布で軽く拭き取っ

てください。
・	 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に

ひたした布をよく絞って拭き取り、そのあと乾
いた布で拭いてください。

・	 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
間接触させたままにしないでください。跡が
ついたり、変色などの原因となります。

使用上のご注意
・	 あなたがビデオデッキなどで録画・録音した

ものは、個人として楽しむなどのほかは、著
作権法上権利者に無断で使用することはでき
ません。

・	 本機の不具合により録画できなかった場合等
の補償については一切応じられませんのであ
らかじめご了承ください。

・	「お知らせ」などのデジタル放送に関する情報
は、本機が記憶します。万一本機の不具合に
よって、これらの情報が消失した場合の復元
は不可能です。その内容等の補償については
応じられませんのであらかじめご了承くださ
い。

・	 B-CAS（ビーキャス）カード（IC カード）は
デジタル放送を視聴していただくための大切
なカードです。B-CAS カードを挿入しないと
デジタル放送番組を視聴できません。

・	 一般家庭以外（たとえば業務用の長時間使用、
車両・船舶等への搭載など）で使用されます
と故障の原因となることがあります。

安全上のご注意

地上デジタルチューナー  DTH11
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製品を正しく安全にご使用いただくために、ご使用の前に必ず次の事項をお読みく
ださい。

警告表示の意味
取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解
してから本文をお読みください。

AC アダプターを傷つけないでください
火災・感電などの原因となります

・	 設置時に、製品と壁や床などの間
に挟み込んだりしない

・	 AC アダプターを加工したり、傷つ
けたりしない

・	 重いものをのせたり、引っ張ったり
しない

・	 熱器具に近づけたり、加熱したり
しない

・	 AC アダプターを抜くときは、必ず
AC アダプター本体を持って抜く

破損したり、異常が発生した場合は AC ア
ダプターを抜いてください
火災・感電などの原因となります

・	 落としたり、本機の一部を破損し
た場合は、電源を切り、AC アダプ
ターを抜く

・	 煙やにおい、音などの異常が発生
したら、電源を切り、AC アダプター
を抜く

禁 止

電源プラグ

を抜く

内部に金属類や燃えやすいものなどを差し
込んだり入れたりしないでください

・	 火災や感電の原因となることがあ
ります。

	 万一異物が入ったときは、すぐ電源
を切り、AC アダプターを抜いてく
ださい。

雷が鳴り出したら、本機やアンテナ線、
AC アダプターに触れないでください

・	 感電の原因となります。

禁 止接触禁止

タコ足配線をしないでください
・	 火災や感電の原因となることがあ

ります。

ぬれた手で AC アダプターを抜き差ししな
いでください

・	 感電の原因となることがあります。

禁 止

ぬれ手禁止

AC アダプターにホコリなどが付着してい
るときは、AC アダプターを抜いて乾いた
布で取り除いてください

・	 そのまま使用すると火災・感電の原
因となります。

ほこりを

取る

AC アダプターは確実に差し込んでくださ
い

・	 差し込みが不完全な場合は発熱し
たり、ほこりが付着して火災・感電
の原因となることがあります。

確実に

差し込む

AC アダプターは必ず付属の AC アダプ
ターを使用し、他の AC アダプターを使用
しないでください
また、本機の AC アダプターを他の製品に
使用しないでください

注 意

警 告

注 意

警 告

火災、感電などにより死亡や大けがを負うおそれがある内容
を示しています。

けがをしたり周囲の物品に損害を与えるおそれのある内容を
示しています。

注意をうながす記号 行為を禁止する記号 行為を指示する記号

一般的注意 注 意 分解禁止 一般的指示

絵表示の説明

警 告

注 意

地上デジタルチューナー

DTH11

水滴のかかる場所や、湿気、湯気、油気、
ほこりの多いところには設置しないでくだ
さい

・	 火災、感電の原因となることがあり
ます。

重いものを置いたり、他の機器を重ねて置
いたりしないでください

・	 故障や火災などの原因となることが
あります。

風通しの悪い所やじゅうたんの上に置いた
り、布などをかけないでください

・	 内部に熱がこもり火災の原因となる
ことがあります。

禁 止

禁 止

禁 止

不安定な場所に置かないでください
・	 落下したりして、けがの原因となり

ます。

禁 止

近く、または上に花瓶など水の入ったもの
を置かないでください

・	 水がこぼれるなどして中に入ると、
火災、感電の原因となります。

	 万一水が入ったときはすぐ電源を切
り、AC アダプターを抜いてくださ
い。

水ぬれ禁止

火のついたろうそく、蚊取り線香、タバコ
などの火気や、揮発性の引火物を近づけな
いでください

・変形や火災のおそれがあります。

火気禁止

移動するときは、接続されている線をすべ
てはずしてください

・	 コードが傷つき火災・感電の原因と
なることがあります。

お手入れや長時間使用しないときは AC ア
ダプターを抜いてください

・	 感電や火災の原因となることがあり
ます。

通風孔に付着したほこりやゴミはこまめに
取り除いてください

・	 火災の原因となることがあります。

電池の＋と－の向きを正しく入れてくださ
い

・	 破裂したり、液が漏れたりして、け
がややけどの原因となることがあり
ます。

指定以外の電池を使ったり、新しい電池と
古い電池を混ぜて使わないでください

・	 破裂したり、液が漏れたりして、け
がややけどの原因となることがあり
ます。

アルカリ電池の液が漏れた場合は素手で触
らないでください

・	 皮膚の炎症、失明やけがの原因と
なることがあります。目に入った場
合は流水で洗い、眼科医へご相談
ください。

接続線を

はずす

表示通りに

入れる

電源プラグ

を抜く

ほこりを

とる

禁 止

接触禁止

■ リモコンの取り扱いについて

※ 使用済み電池の処分について
・	 使用済みの電池は地域の規則に

従って処分してください。

本機を分解したり、改造したりしないでく
ださい

・	 内部には電圧の高い部分があるた
め、触ると感電の原因となります。

分解禁止

守っていただきたいこと

国外では使用できません
・	 この製品が使用できるのは日本国内のみです。

外国では放送形式、電源電圧が異なりますの
で使用できません。

	 This	product	is	designed	for	use	in	Japan	
only	 and	 cannot	be	used	 in	 any	other	
country.

設置について
・	 発熱する機器の近くや直射日光の当たる場所

には本機を置かないでください。
・	 本機の上には物を置かないでください。
・	 不安定な場所や湿気の多い所に置かないでく

ださい。
・	 窓際に置く場合は、雨や雪などで濡らさない

ようご注意ください。

電源・電圧について
・	 指定（AC100V	50/60Hz）以外の電源は使

わないでください。
	 指定以外の電源を使用した場合は故障の原因

となります。
・	 AC アダプターは、必ず付属品をお使いくだ

さい。

UHF または UHF/VHF アンテナについて
・		妨害電波の影響を避けるため、交通の頻繁な

自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオン
サインなどから離れた場所に立ててください。
万一、アンテナが倒れた場合の感電事故など
を防ぐためにも有効です。

・	 アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたり
しないでください。映像が不安定になる原因
となります。

・	 アンテナは風雨にさらされるため、定期的な
点検・交換を心がけてください。特に、ばい
煙の多いところや潮風にさらされるところで
は、アンテナが痛みやすくなります。映りが
悪くなったときは、電器店や設置業者等にお
問い合わせください。

・	 アンテナを新たに設置する場合は、アンテナ
に付属のマニュアルにしたがって正しく取り付
けを行ってください。

直射日光や熱気を避けてください
・	 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くに置

かないでください。キャビネットや部品に悪
い影響を与えますのでご注意ください。

・	 窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が
高くなる場所に放置したりすると、キャビネッ
トが変形したり、故障の原因となることがあ
ります。

急激な温度差がある部屋（場所）でのご使
用は避けてください
・	 急激な温度変化が起こる部屋（場所）でのご

使用は画面の表示品位が低下する場合があり
ます。

低温になる部屋（場所）でのご使用の場合
・	 低温になる場所には放置しないでください。

キャビネットの変形や故障の原因となります。
	 	 使用温度：0℃～ +40℃

注 意

製品の特長

付属品

当社製品のご注文・お取り扱い方法など、ご不明な点は下記にご相談ください。

＜ユニデンダイレクト＞お客様センター

商品のご注文　0120-012-123
サポートダイヤル　0120-20-20-70

本製品の詳しい操作方法や、製品情報についてはホームページでご覧いただけます。

http://www.uniden.jp/

品名 地上デジタルチューナー

本体寸法（幅×高さ×奥行） 12.0cm	×	3.0cm	×	15.0cm

本体質量 約 220g

使用電源
ACアダプター（品番：AD-1109）

AC100V	50Hz/60Hz、DC5V	1.0A（最大）

使用温度 0℃～＋ 40℃

消費電力	/	待機時消費電力 3W/1.5W

放
送

放送方式 地上デジタル放送方式（日本）

チューナー 地上デジタルチューナー× 1

チャンネル

地上波（UHF）:13 ～ 62ch、
CATV:1 ～ 12ch、C13 ～ C63ch

（同一周波数パススルー方式および
周波数変換パススルー方式に対応）

入
出
力
端
子

アンテナ入力端子 1系統

ビデオ出力端子 1系統

アナログ音声出力端子 1系統

※	仕様、外観などは改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※	本機のメニュー画面や画面で表示されるフォントとして、株式会社リコーが製作したリコービッ
トマップフォントを使用しています。

下記の付属品がすべて揃っているかご確認ください。

□	リモコン（1個）

□	ACアダプター（1個）

□	単 4乾電池（2個）

□	AVケーブル（1本）

□	B-CAS（ビーキャス）カード（1枚）
※	本機には青色のB-CAS カードが付属しています。
	 （必ず本機付属のものをお使いください。）

□	取扱説明書（保証書付）・かんたんガイド（各 1部）
※	保証書にはお買い上げ日をご記入のうえ、大切に保管してください。

注意事項
●	本機は、BSデジタルチューナーおよび 110 度 CSデジタルチューナーを内蔵しておりません。

BSデジタル放送および110度CSデジタル放送をご覧になる場合は、別途BSデジタルチュー
ナーおよび 110 度 CSデジタルチューナーをお求めください。

●	地上デジタル放送を受信するためには対応したUHFアンテナが必要です。

　	設置および接続が正しく行われていた場合でも、周辺に電波障害の原因となる高層建造物が
建っていたり、電波が弱い場合などは受信ができなかったり、特定の放送局しか受信できな
いなどの障害が発生することがあります。電器店やアンテナ設置業者等にご相談の上、最良
の電波状態となるようアンテナを設置してください。

●	CATVの受信は、サービスが行われている地域でのみ受信が可能です。地上デジタル放送が
パススルー方式で送信されている場合は、本機のアンテナ端子に接続して受信することもで
きます。詳しくはCATV会社にご相談ください。	

●	マンションなど集合住宅での共同受信の場合、詳しくは管理組合または管理会社等にご確認
ください。

●	本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた携帯電話などの機器を、本機やアンテナケー
ブルの途中に接続している機器に近づけると、その影響で映像・音声などに不具合が生じる
場合があります。それらの機器とは離してご使用ください。

●	接続する機器の詳しい使用方法や接続については、それぞれの機器の取扱説明書をご覧くだ
さい。

●	著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、
正しく録画できません。

　	また、この機能により、ビデオデッキを介してテレビに出力した場合には画質劣化する場合
がありますが、機器の問題ではありません。

　	著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とテレビを直接接続してお楽しみください。

●	ビデオデッキ・DVDレコーダーなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、
著作権法上権利者に無断で使用できません。

●	万一、本機の不具合により、録画できなかった場合の補償についてはご容赦ください。

●	本機はARIB（電波産業会）規格に基づいた商品仕様になっております。将来規格変更があっ
た場合は、商品仕様を変更する場合があります。

●	商品の仕様およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

●	お客様から弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確な対応のため、通話内容を記録・
録音させていただくことがあります。		

●	ユニデン株式会社およびその関連会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対
応や配送・修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。

●	電話受付時間は、諸般の事情により予告無く変更する場合があります。電話受付は、年末年
始など特定の期間に休ませていただく場合があります。

保証書に関するお願い
●	保証書にはお買い上げ日をご記入の上、大切に保管してください。
●	保証期間・保証規定については保証書の内容をよくご確認ください。
	 保証期間中でも有料修理になる場合があります。
●	補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 8年です。

デジタル放送受信に対応
地上デジタル放送が受信できます。デ
ジタル放送の高画質・高音質の特性を
生かした多彩な番組を楽しめます。

読みやすい、1 局表示の電子番組表
放送局 1チャンネルごとに電子番組表
を表示する 1局表示方式で、従来のラ
ジオ・テレビ欄表示方式では読みにく
かった番組名もハッキリ表示。見たい
番組をカンタンに探せます。

字幕放送に対応
字幕に対応した放送では、字幕ボタン
を押すことで台詞やナレーションを字
幕で表示。深夜や音の出せない環境、
あるいは騒音で音声が聞き取りづらい
状況でも番組を楽しむことができます。
また、耳の不自由な方でも従来のよう
な特別な機器を必要とせずにテレビ番
組をお楽しみいただけます。

便利な番組名表示
チャンネルを切り替えた際、画面上部
に番組名を表示。CM中でも放送され
ている番組を知ることができるため、
チャンネルを切り替えながら見たい番
組を探す際にとても便利です。

視聴予約タイマー機能搭載
視聴したい番組を電子番組表から選択
するか、日時とチャンネルを設定する
ことにより、自動的にチューナー本体
の電源ON/OFF とチャンネル選局を行
うことができます。毎日や毎週などの
繰り返し予約にも対応しています。

時刻表示機能
画面表示ボタンを押すと時刻が表示さ
れます。設定により画面右下に常時現
在時刻を表示することができます。

本製品のその他の機能については、
ホームページでもご紹介しています。 http://www.uniden.jp/
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DTH11				取扱説明書

本書に記載されている内容は、予告なく変更されることがあります。
あらかじめ、ご了承ください。本書の内容を無断で転載することは禁止されています。 Uniden Corporation

視聴予約

チャンネル設定

タイマー予約登録

編集
取消

タイマー予約登録

予約一覧

●チャンネル設定 メニュー

●視聴予約 メニュー

自動チャンネル設定

ボタン割り当て変更

アンテナレベル

第１階層(メニュー) 第２階層(サブメニュー) 第３階層

チャンネル設定リスト

都道府県設定、「はい」「いいえ」

受信電波のレベル表示

「ワイドテレビ」
「4：3レターボックス」
「4：3パンスキャン」

「切」
「画面表示と連動」
「常に表示」

「はい」「いいえ」

「主音声」「副音声」「主/副」

「切」「言語1」「言語2」

「切」「言語1」「言語2」

各種設定
●各種設定 メニュー

接続テレビ設定

時計表示設定

バージョン

設定初期化

B-CASカードID番号

二ヶ国語放送設定

字幕設定

文字スーパー設定

詳細表示

お知らせ
リスト(未読・タイトル)表示

●お知らせ メニュー

メニューについて

メニュー画面では、チャンネル設定や字幕設定など、本機に関する各種設定ができるほか、視聴予約
（タイマー予約）の登録などができます。

■メニュー一覧表

各種お問合せ先など

地上デジタル放送に関する受信相談

総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター

0570-07-0101
（IP電話などでつながらない方は　03-4334-1111）

【平日：9:00 ～ 21:00、土・日・祝日：9:00 ～ 18:00】

地上デジタル放送の受信地域・受信方法など

社団法人デジタル放送推進協会（Dpa）ホームページ

http://www.dpa.or.jp/

修理を依頼される前に次のことをもう一度お調べください。なお、アフターサービスについては保証書をご覧ください。
次のことを調べても、なお異常があるときは、お客様センターにお電話いただくか、または当社ホームページよりお
問い合わせください（表面をご覧ください）。

故障かな？と思ったら

こんなときには… ここをご確認ください

映像も音声も出ない 	AC アダプターが正しく接続されていますか？

	リモコンまたは本体の電源ボタンを押しましたか？

	アンテナは地上デジタル放送に対応していますか？

	アンテナおよび各機器の接続は正しいですか？

	各種設定は正しいですか？	

	テレビ側の入力切換で、本機が接続されていない入力端子を選んでいませんか？

音声が出ない 	テレビの音量調整が最小になっていませんか？

	テレビが消音になっていませんか？

	音声入力端子にオーディオケーブルは接続されていますか？

ブロックノイズが出る 	電波状態が悪いことが考えられます。

	アンテナは地上デジタル放送に対応していますか？

映像が横長や縦長になる 	接続テレビ設定が接続されているテレビに合っていますか？

映像がモザイク状になる 	電波状態が悪い場合が考えられます。

字幕が出ない 	字幕の設定が「切」になっていませんか？

	字幕情報のある番組を視聴していますか？

リモコンが動作しない 	電池は正しい向きで入っていますか？

	リモコンの電池寿命が考えられます。

	蛍光灯の強い光や直射日光がリモコン受光部に当たっていませんか？

	リモコンを本機のリモコン受光器に向けて操作していますか？

電子番組表に表示される

番組が少ない

	本機の電源を待機中にしておくと、電子番組表が自動的に取得されます。

	長時間ACアダプターやアンテナケーブルをはずしたあとに電源を入れると、

	 電子番組表に表示される番組が少なくなることがあります。

	本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより、正常に動作しないことがあります。
このようなときは一度 AC アダプターをコンセントから抜き、数分後、再度コンセントに差し込み、電源を入れ
てご使用ください。

	本機は地上デジタル放送の「ワンセグ」には対応しておりません。

エラーメッセージ 画面に以下のエラーメッセージが表示された場合は、放送を視聴できません。

表示されるメッセージ 内　容 対処法

受信できません（E202） 電波状況が悪いことが考えられます。 アンテナケーブルが抜けていませんか？

放送休止中のため受信できません。 放送局側で放送を休止しています。 放送再開までお待ちください。

受信できるチャンネルがありません。
アンテナ接続を確認して自動チャンネ
ル設定を行ってください。

アンテナが正しく接続されていないまま、
初期設定を行ったことが考えられます。

アンテナ接続を確認し、「チャンネル設定」メニュー
画面から「自動チャンネル設定」を行ってください。

このボタンにはチャンネルが割り当て
られていません。

ボタンにチャンネルが割り当てられていな
いときに表示されます。

割り当てが必要な場合には、「チャンネル設定」メ
ニュー画面から「ボタン割り当て変更設定」を行っ
てください。

B-CAS カードを挿入してください。
B-CAS カードが正しく挿入されていない
ときに表示されます。

B-CAS カードの矢印のある印刷面が上側になってい
ることを確認して、矢印の先端が先になるように奥
まで挿入してください。

地上デジタル放送の受信と
受信アンテナについて
地上デジタル放送を受信するためにはUHFアンテナが必要です。
アンテナの設置や調整については最寄りの電器店やアンテナ設置業者等にご相談ください。

 きれいな画像をお楽しみいただくために
安定したデジタル映像をお楽しみいただくためにはアンテナの接続状態がとても重要です。
下記のようにアンテナの接続と設置を確実に行い、電波妨害を受けにくい安定した受信状態
を確保してください。
・	 本機のアンテナ入力端子への接続は、市販のアンテナ接続ケーブルをお使いください。
・	 アンテナ線は他のコードや接続ケーブルからできるだけ離してください。

 CATV（ケーブルテレビ）での受信について
CATV受信にはいくつかの方式があります。本機は「同一周波数パススルー方式」および「周
波数変換パススルー方式」に対応可能です。詳しくはご契約のCATV会社にお問い合わせく
ださい。

・	 設置および接続が正しく行われていた場
合でも、周辺に電波障害の原因となる高
層建造物が建っていたり、発信基地が遠
距離のため電波が弱い場合などは受信が
できなかったり、特定の放送局しか受信
できないなどの障害が発生することがあ
ります。

	 最寄りの電器店やアンテナ設置業者等に
ご相談の上、最良の電波状態となるよう
アンテナを設置してください。

・	 地上アナログ放送受信用とは別に、地上デジタル受信用のアンテナを設置するときは、電
器店やアンテナ設置業者等とご相談のうえ、アンテナを設置してください。

・	 マンションやアパートなどの集合住宅で、地上デジタル放送を共聴方式で受信している場
合は、管理会社や管理組合等にご相談ください。

・	 画像が映らない、または乱れるなど、受信に関する問題がある場合は、左記の「故障かな？
と思ったら」をご確認ください。それでも症状が改善されない場合は最寄りの電器店やア
ンテナ設置業者等にご相談ください。

✂

詳しい操作方法等については、
ホームページでご紹介しています。 http://www.uniden.jp/
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