
B-CAS カード取り扱い上の注意点

	折り曲げたり、変形させない。
	重いものを置いたり踏みつけたり

しない。
	水をかけたり、ぬれた手でさわら

ない。
	IC（集積回路）部には手をふれない。
	分解加工は行わない。

1 	 B-CASカードを台紙から取り出します

※	B-CAS カードのパッケージを開封すると、パッケージに
添付されている契約約款に同意したものとみなされます。
開封前に必ず契約約款をお読みください。

2 	 B-CASカードを挿入します

本機側面のカード挿入口にB-CAS カードを差し込みます。

この面を上に
挿入方向

奥まで挿入

カチッ
カチッ

1 	 カバーをあけます

カバーをスライドさせてはずします。

1  リモコンを準備する

2 B-CAS（ビーキャス）カードを挿入する 4  初期設定をする 5  リモコンのテレビメーカーコード設定をする

3  接続する
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3 	 カバーを閉めます

ツメをリモコン本体内部に入れ、パチン
と音がするまでスライドさせます。

2 	 乾電池（単 4乾電池 2本）を入れます

⊕、⊖の位置を正しく入れてください。

本機前面

電源ランプ
(赤点灯)

アンテナをつなぐ１
アンテナケーブル（市販品）を使って
本機の地上デジタルアンテナ入力端子
と壁のアンテナ端子をつなぎます。

テレビをつなぐ２
付属品のAVケーブルを使って
本機の音声出力端子・ビデオ出力端子
とテレビの各端子をつなぎます。

ACアダプターをつなぐ３
付属品のACアダプターの端子部を本機のDC IN 5V端子へつなぎ、
プラグ部分を壁のコンセントにしっかりと差し込みます。
本機前面の電源ランプが赤く点灯します。

AVケーブル
(付属品)

ACアダプター
(付属品)

テレビの映像・音声
各入力端子へ

UHF

同じ色の端子どうしを
つないでください（　　　　　　　　　　）壁のアンテナ端子へ

家庭用コンセントへ

アンテナケーブル
(市販品)

準備しましょう
すでに本製品が設置されている場合は、

うら面の 「番組を見てみましょう」 からご覧ください

4 	 接続テレビ設定

下表を参照になり、つな
いだテレビの種類を選ん
でください。

設定するには

 /  ボタンで選択し、	

 ボタンを押します。

ワイドテレビ
ワイドテレビ

（画面が横に長いテレビ）
のとき

4：3
レターボックス

 
普通のテレビ

のとき

画面全体を表示しますが、放
送によっては画面がやや小さ
く表示されます

4：3
パンスキャン

画面いっぱいに表示しますが、
放送によっては画面の左右が
欠けて表示されます

選択 決定

接続テレビ設定
接続したテレビの種類を選んで下さい。
　
　　ワイドテレビ
　　４：３レターボックス
　　４：３パンスキャン　　　　　　　　　

本機のリモコンでテレビを操作することができます
TVメーカーコード※を設定すれば、本機のリモコンを使って接続したテレビを
操作することができます。

※	あらかじめ登録されている TVメーカー以外は対応していません。

これで基本の接続と設定は完了です
さっそく番組を見てみましょう

テレビ電源
の入・切

入力の切換

チャンネル
の選局
テレビに搭載の
チューナーで選局
する場合

音量の調節 消音

1 	 リモコンの	 	ボタンを
押しながら、

2 	 ご使用のテレビメーカーの	
コード番号（2桁）を押します

複数のコード番号がある場合は、
テレビが動作するいずれかの番号
に設定してください。

3  	ボタンを離します

テレビメーカー コード番号

ユニデン 00

シャープ 01, 02, 03

ソニー 04

東芝 05

日立 06

パナソニック 07, 08

ビクター 09

三菱 10, 11

パイオニア 12

三洋 13, 14

アイワ * 15, 16

フナイ 17, 18

NEC 19

※	0 を入力するときは
 	ボタンを押します。

※	左記メーカーのテレビ
でも、機種によっては
対応できない場合がご
ざいます。

※	電池を入れ替えた場合
は再度設定を行ってく
ださい。

*	 アイワ製テレビをお使い
の場合で左記のメーカー
コードがいずれも有効で
ない場合は、「04」もお
試しください。

	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。

	本機付属の B-CAS カード以外のものを挿入し
ないでください。故障や破損の原因となります。

	裏向きや逆方向から挿入しないでください。
	 挿入方向を間違えると B-CAS カードは機能し

ません。

	B-CAS カードは奥まで挿入してください。

	ご使用中は B-CAS カードを抜き差ししないで
ください。視聴できなくなる場合があります。

	ご使用直後の B-CAS カードは温かくなります
ので、抜き差しする場合はご注意ください。

	AC アダプターは必ず本機に付属のものをお使いください。
他のACアダプターは使用しないでください。

	モノラル（音声入力端子がひとつしかない）
テレビにつなぐときは…

	テレビなどのモノラル音声入力端子に接続する場合は、
本機の音声出力	左（モノ）端子に接続してください。
音声出力	右	端子には接続しないでください。
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6 	 自動チャンネル設定

受信チャンネルの設定プログラムが自動スタートします。

画面には現在処理中の状態がグラフ表示されます。
そのまましばらくお待ちください。

自動チャンネル設定が終了すると、画面には受信した一番若い番号の
チャンネルが表示されます。

5 	 都道府県設定

お住まいの都道府県を選択してください。

設定するには

 /  ボタンで選択し、	  ボタンを押します。

1 	 テレビの電源を入れます

テレビリモコンの電源ボタンを押します。

2 	 テレビの入力を切り換えます

テレビの外部入力切換ボタンを
押し、本機を接続した入力画面
に切り換えてください。

※	お使いのテレビによって“ビデオ 1”
や“外部入力 1”など、呼びかたが異
なります。

3 	 本機またはリモコンの電源ボタン
を押し、本機の電源を入れます

※	リモコンを本機のリモコン受光部に向け
て操作してください。

電源が入り、電源ランプが赤から
緑点灯に変わります。

画面には下記の「接続テレビ設定」
画面が表示されます。

電源ランプ
(赤→緑点灯) リモコン受光部

メーカーコード設定のしかた

設定後、TV 電源ボタンを押してテレビの電源がオン・オフできるか
確認してください。

テレビを操作するときは、
テレビのリモコン受光部に
向けて操作してください。

（本機のリモコン受信部に向け

て操作しても動作しません。）

ＮＮＭニューススポット・天気 1

16:59

リモコンの操作について

	リモコンの先端部を、本体のリモコン
	 受光部に向けて操作してください。
 
	 リモコンの操作範囲は本体正面より
	 およそ 7メートル以内で、本体正面
	 より左右 30°以内、上下 15°以内です。

	本体のリモコン受光部に直射日光や強い照明が当たっているとリモコン操作
がしにくくなります。照明または本機の向きを変えるか、リモコン受光部に
近づけて操作してください。

左右30°

7m

上下 15°

使いかたは
うら面にあります

ご参考ご参考

	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。

	お住まいの地域が地上デジタル放送を視聴可
能かどうかご不明な場合は、最寄りの電器
店または「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（電話：0570-07-
0101）」までお問い合わせください。

	映りが悪い、映らないなどの症状がある場合
は、別紙取扱説明書裏面の「故障かな？と思っ
たら」もご参照ください。

ご参考ご参考

	電源ランプについて
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赤 緑 消灯

電源が
「オフ」
の状態です

電源が
「オン」
の状態です

コンセントに
つながっていない

状態です

カードを図のように矢印のある印刷面
を上側にし、矢印の先端を先にして、
奥までしっかりと挿入してください。
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■	電源を切るには

  ボタンを押します。

	 電源待機（スタンバイ）

状態となり、本機前面

の電源ランプが赤点灯

します。

他にもこんなことができます

視聴中に	 	ボタンを押す

見ている番組の番組情報が表示されます。

■表示を消すには…

	ボタンをもう一度押す

視聴中に	 	ボタンを押す

押すたびに「主音声」「副音声」「主 +副」の順
に音声が切り換わります。
（画面左下には選んでいる音声が表示されます。）

視聴中に	 	ボタンを押す

押すたびに画面がノーマル表示、ズーム表示に
切り換わります。

視聴中に	 	ボタンを押す

字幕が表示されます。

■表示を消すには…

	ボタンをもう一度押す

視聴中に	 	ボタンを押す

チャンネル番号、番組名、時計が表示されます。

	ボタンをもう一度押す

チャンネル番号、時計のみ表示されます。

	ボタンをさらに押す

すべての表示が消えます。

地上デジタル番組詳細　　　　　　　　　　　　　8/14(火)20:57
テレビ日本　　　　　　　　　チャンネル ４　　 サブ１

日時
番組名
番組情報
映像情報
音声情報

字幕
コピー情報
視聴年齢

： ８／１４(火)　２０：５４～２１：００
：ＮＮＭニューススポット・天気
：番組情報はありません。
：１０８０ｉ　１６：９
：モノラル
　日本語
：日本語
：コピー制限
：制限無し

選択 終了決定 戻る

戻る

4

すくすくキッズクラブ 字 Ｓ 1

19:30

1

19:30

あなたの気持ちを…あなたの気持ちを…字幕：言語1

主音声

主音声へ戻る

副音声

主＋副

ノーマル表示

ズーム表示

ズーム：切

ズーム：入

地上デジタル番組表　　　　　　　　　　　　　　8/14(火)16:59
テレビ日本　　　　　　　　　　チャンネル ４　　サブ１

16:53 �19:00

19:00 � 19:58

19:58 �20:54

20:54 � 21:00

21:00 � 21:54

21:54 �22:00

22:00 � 22:54

22:54 � 0:05

0:05 � 0:26

ＮＮＭ　　Ｎｅｗｓ　　リアルタイム

くるくるセブンティセブン　壮絶！オ

土曜スペシャル・秋満喫！列車で行く

ＮＮＭニューススポット・天気

アップタウンＥＸ

ウェザーウィークエンド

未知の日本を撮りたい　～驚き映像の

ＮＥＷＳ　ＯＮＥ

ハテナの女王

今日

明日

番組詳細
指定日時へジャンプ
視聴予約
予約一覧

選択 終了 番組表決定 決定

地上デジタル番組詳細　　　　　　　　　　　　　8/14(火)16:59
テレビ日本　　　　　　　　　チャンネル ４　　 サブ１

日時
番組名
番組情報
映像情報
音声情報

字幕　　　　
コピー情報
視聴年齢

： ８／１４(火)　１６：５３～１９：００
：ＮＮＭニューススポット・天気
：番組情報はありません。
：１０８０ｉ　１６：９
：モノラル
　日本語
：日本語
：コピー制限
：制限無し

選択 終了決定 番組表

番組表に戻る 視聴開始

ＮＮＭニューススポット・天気 1

16:59

ＮＮＭニューススポット・天気 1

16:59

地上デジタル番組表　　　　　　　　　　　　　　4/14(火)16:59
テレビ日本　　　　　　　　　　チャンネル ４　　サブ１

16:53 � 19:00

19:00 � 19:58

19:58 � 20:54

20:54 � 21:00

21:00 � 21:54

21:54 � 22:00

22:00 � 22:54

22:54 � 0:05

 0:05 � 0:26

ＮＮＭ　　Ｎｅｗｓ　　リアルタイム

くるくるセブンティセブン　壮絶！オ

土曜スペシャル・秋満喫！列車で行く

ＮＮＭニューススポット・天気

アップタウンＥＸ

ウェザーウィークエンド

未知の日本を撮りたい　～驚き映像の

ＮＥＷＳ　ＯＮＥ

ハテナの女王

今日

明日

選択 選局 終了決定 番組表

現在の
日付・時刻

番組表の操作に使用する
ボタンが表示されます

現在選択している番組
(緑色表示)

放送局名・
チャンネル番号

放送日時

番組名

1  	ボタンを押します

番組表が表示されます。
ボタンを押すたびに番組表の表示 /非表示が切り換わります。

2 	 表の中から見たい番組名を選びます

 / 	ボタンを押すと放送局が切り換わります。

3 	 番組を選んだら	 	ボタン
を押します

メニュー小画面が表示され
ます。

4 	 もう一度	 	ボタンを
押します

番組に関する詳しい情報
が表示されます。

5  	ボタンで「視聴開始」
を選択し、	 	ボタンを
押します

番組が表示されます。

3 	 チャンネルを選びます

 数字ボタン（  ～  ）で選ぶ
	 見たい放送局の番号を押します。

 選局（  /  ）ボタンで選ぶ
	 押すごとにチャンネルが変わります。
	 押し続けると順送りでチャンネルを変えられます。

1 	 テレビの電源を入れ、入力を切り換えます

 ボタンを押してテレビの電源を入れ、

 ボタンを押して、本機をつないだ

ビデオ入力画面に切り換えます。

※	本機リモコンの「TVメーカーコード」を
設定していない、またはお使いのテレビが
メーカーコードに対応していない場合は、
テレビのリモコンで操作してください。

■	音量を調節するには

 TV 音量（  /  ）
 ボタンを押します。

■	音を一時的に消すには

  ボタンを押します。

	 もう一度	  ボタンを
押すと、元の音量に戻り
ます。

ご参考ご参考

	地上デジタル放送では、視聴している番組の
詳しい情報を見ることができます。

ご参考ご参考

 番組表とは…

	 新聞や雑誌などのテレビ番組欄のように、画面に放送される番組名を放送局・
時間帯別に一覧で表示します。表の中から番組を選んで視聴したり、詳しい
番組内容などを見ることができます。

	 番組表には現在から 7日先までの放送予定が表示されます。

ご参考ご参考

	本機の電源をオンにした直後は、番組表を表示するまでに約 1分程度かかる場合があります。

ご参考ご参考

	地上デジタル放送のチャンネル番号
は、放送局によってはアナログ放送
のチャンネル番号と異なる場合があ
ります。

ご参考ご参考

	番組表や番組情報に	 二 	のアイコンがある
番組が「二ヶ国語放送」です。

ご参考ご参考

	ズーム表示はチャンネルを変えたり、電源を
切るとノーマル表示に戻ります。

ご参考ご参考

	番組表や番組情報に	 字 	のアイコンがある
番組が「字幕放送」です。

字幕を表示する　　［字幕］ボタン チャンネル番号を画面に表示する
［画面表示］ボタン

二ヶ国語音声を選ぶ
［音声切換］ボタンズーム画面にする

［ズーム］ボタン

見ている番組の番組情報を見る
［番組情報］ボタン

番組を見るための基本操作

番組を選ぶ（放送中の番組を番組表から選んで見る）
番組を見てみましょう

2 	 本機の電源を入れます

本機またはリモコンの	  ボタンを
押します。

前面の電源ランプが赤から緑点灯に
なり、電源が入ります。

	 地上デジタル放送が表示されます

電源ランプ
(赤→緑点灯)

ＮＮＫ総合 　      チャンネル４　　 サブ１

16:53 

19:00 

19:58 

20:54 

21:00 

21:54 

22:00 

22:54 

0:05 

今日

明日

ＮＮＫ教育      　      チャンネル４　　 サブ１

16:53 � 19:00

19:00 �19:58

19:58 � 20:54

20:54 �21:00

21:00 �21:54

21:54 � 22:00

22:00 �22:54

22:54 � 0:05

0:05 � 0:26

今日

明日

テレビ日本　　　　　　　　　　チャンネル ４　　サブ１

16:53 � 19:00

19:00 � 19:58

19:58 � 20:54

20:54 � 21:00

21:00 � 21:54

21:54 � 22:00

22:00 � 22:54

22:54 � 0:05

 0:05 � 0:26

ＮＮＭ　　Ｎｅｗｓ　　リアルタイム

くるくるセブンティセブン　壮絶！オ

土曜スペシャル・秋満喫！列車で行く

ＮＮＭニューススポット・天気

アップタウンＥＸ

ウェザーウィークエンド

未知の日本を撮りたい　～驚き映像の

ＮＥＷＳ　ＯＮＥ

ハテナの女王

今日

明日

テレビを操作するときは、テレビのリモコン
受光部に向けて操作してください。

（本機のリモコン受信部に向けて操作しても動作し

ません。）

こんなときには…こんなときには…

画面が映らない

画面が表示されない場合はテレビのビデオ
入力を確認してください。

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/

※	本製品のより詳しい操作方法については、
ホームページをご覧ください。 http://www.uniden.jp/

発　行　日	：	 2010 年 3月　第 1版
開発・製造元	：	 ユニデン株式会社
	 	 〒 104-8512	東京都中央区八丁堀 2-12-7
  http://www.uniden.co.jp/
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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
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