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この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方

を示しています。 “この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にご使用く

ださい"また、お読みになつた後も、こ使用時にいつでも見られるよう大切に

保存してください。
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安全上のこ注意

電気製品は間違つた使い方をすると火災や感電による人身事故につながる可有雛 がありま
す。このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守
りください。注意事項よ、取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによつて3段階に
表示しています。もくじ
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△ 警告

⑪
製

●本体を分解、改造しないでください。
火災 感電の原因となります。また本機の故障の原因となります。

⑬
難

●幼児やペットなどに誤つて触らせないでください。
火災 感電 大けがの原因となります。

Θ
水力1ナ禁止

●水をかけたり、浴室など湿度の高い場所に放置しないでください。
火災 感電の原因となります。また本機の故障の原因となります。

③
祉

●内音耐こ異物を入れないでください。
火災 感電の原因となります。また本機の故障の原因となります。

△ 注意

Θ
禁止

●振動や衝撃の多い場所、ぐらついた台の上、傾いた場所など、不安定な所
に置かないでください。
落下してけがをする可倉誰 があります。また、本機の破損 故障の原因と
なります。

⑬
難

●暖房器具や調理器具の近くrJど、油・蒸気・熱のあたる場所に置かない
でください。
火災 感電の原因となります。また、本機の破損 故障の原因となります。

⑬
祉

●直射日光の当たる場所や自動車の中など高温になる場所、ほこりの多い
嚇 に放置しないでください。
本機の故障の原因となります。

⑬
難

●本機をシンナーやベンジンなどで拭かないでください。
変形 変色の原因となります。
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●大中への投入、加熱、分 |      |● 十一の表示通りに入れる

解をしない      |      |● 指定以外の乾電池を入れ

●ショートさせない    l A __ _| ない

△酷
1竜彊惑裏鳳膚|△

注意
1雫ξttξ

乾電池
:71

| ンガンとアルカリ)を混 |     |● しばらく使わない時|よ乾

ぜて使わない      l      l 電池を取り外しておく

各部の名称

乾電池を安全にお使いいただくために

乾電池の液もれ、発熱、破裂等の事故を防ぐために、以下のことをお守りください。

●万一液もれしたら、液をよく拭き取つてくださしヽ また、液が皮膚や衣類に付着した場合はす

ぐに大量の水で洗い流してくださしヽ

●万一、もれた液が目に入つた時は、失明の原因となるので、目をこすらす、すぐに水道水な

どのきれいな水で十分に洗い、ただちIコ因師に相談してく出 ヽ

●使用済みの電池を廃棄するとき、自治体の条例などで決まりがある場合 こ1よそれに従つて廃

棄してください。

こ使用になる前に

以下の点をご理解の上、こ利用ください。

●操作する機器は、赤外線リモコン付きの機器に限ります。

●付属の「メーカーコードー覧表」に掲載した製品でも、操作できない機種や一部機能が操

作できない機種があります。

●本製品の機能が付属リモコンにない場合は、その機能は使用できません。

●ビデオの付属リモコンで、電源ボタンがONと OFFで別々になつているものは、本製品

の「電源」ボタンでは操作できません。

●本製品で、ビデオのダイレクト選局や録画予約(Gコード予約を調 、DⅦ のテンキー

やGコード予約 編集 ダビング操作、アナログテレビとビデオのメニュー、番組表の操

作はできません。

●機器によつては、リモコンの操作方法が本製品の表記と異なる場合があります。この場

合は、各機器に付属しているリモコンの操作方法に準じます。

【テレビやDVD機能を搭載した機器でも、次の機器には対応しておりません】

パソコン用モニター     HDDレコーダー    アナログBSチューナー

DVDシアターシステム    DVD内蔵レシーバー  DVDコンポ

ポータブルDVDプレーヤー  HD DVDプレーヤー/レコ=ダー

誦】軍囲D音量 (大/小)ボタンと消音ボタンについて

映像機器を選んでいる時は、テレビの音量を調節(消音)します。

―
|メーカーや機種ことでボタンの機能が異なります

リモコンの設定や操作する機器によつて、ボタンの機能が異なります。また、メー

カーコニドー覧表内にあるメーカー 機種でも、操作できない機種や一部機能を操

作できない場合がありますのでこ了承ください。
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田 SE丁ランプ     |
日 SETボタン

ロ テレビ入力切換ボタン

ロ操作切換ボタン

ロ数字ボタン

ロ放送切換/メディア切換ボタン

ロ番組表ボタン

E]カーソルボタン(▲/▼/く/〉 )

回戻るボタン

回 音量(大/小)ボタン

ロ消音ボタン

ロ 画面表示ボタン

ロ操作ボタン

ロ カラーボタン(青/赤/緑/黄 )

田 音声切換ボタン

ロ電源ボタン

ロメニューボタン

ロ決定ボタン

ロデータボタン

四 3桁入カボタン

ロ チャンネル(+/― )ボタン

四 オフタイマーボタン

ロワイドボタン
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準備編 【電池を入れる】

本機における乾電池の寿命は、普通の使い方をした場合、約1年が目安です。ボタン
を押しても正常に反応しなくなつたり、リモコンの動作距離が短くなつた時は、電池
の消耗が原因として考えられます。2本とも新しい電池と交換してください。

―
電池についての安全上のこ注意

準備編 【メ…力…コ…ドを設定する】
テレビ・ビデオ・チューナー・DVDの各操作切換ボタンに、お手持ちのAV機器

に応じたメーカーコードを設定することで、リモコン操作が可能になります。使
い始める前に、必ずメーカーコードの設定を行つてください。

メーカーコードー覧表内にあるメーカー 機種でも、操作できない機種や一部機

能を操作できない場合があります。
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1奔簡裔 雲3mぶ
たを矢印の

g図里囲コ1電池交換の目安

2繋孟著f記重銹蓬g』?
入れて、電池8ヽたを閉めます(コイル

バネがあるほうが一側です)。

図一一一一一一一一一一一一一一一一一一一日

乾電池が液もれした1時■■‐||■■ ||■       ‐

■波がウモコン内部に残る|ことがある|ため1弊社修理係にこ|

■相談ください0液が目に入つた時は●失明の原因となるの
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■
|
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アナログテ

地上デ
=

BS/

地上デジタルチューナー

BS CSデジタルチューナー

デジタルCSチューナー

CATVホームターミナル

鼈 ζざ

HDD内蔵DVDレコーダー

HEID内蔵ビデオー体型DVDレコーダー

B旧‐ray Discプレーヤー/レコーダー

((|::|:::|) ||

アナログテレビ

地上デジタルテレビ

BS/CSデ ジタルテレビ

ビデオー体型テレビ

ビデオー体型DVDレコーダー

HDD内蔵DVDレコーダー

HDD内蔵ビデオー体型DVDレコーダー

Btt ray Discプ レーヤー/レコーダー

HDD内蔵ビ

DVDプレー

ボタンの表記と

異なる継 を|

設定できますよ

薇
一鶯

ビデオ

B u ray DCcプレーヤー/レコーダー

アナログテレビ

地上デジタルテレビ

ビデオ

CATVホームターミナル

CA■lセットトップボックス

地上デジタルチi
BS CS露ジタルチュ

疇 ― 機種により操作できない場合があります



テレビ・ビデオ・チューナー・DVDの各操作切換ボタンことに設定します。
けここでは、テレビボタンヘの設定を例に説明します。

P010～013の「メーカーコードー覧表」を参照して、

操作する機器のメーカーコードを確認する

SETボタンを押しながら、メニューボタンを押す ｀

※Sロランプが点灯したらボタンを両方とも離す

玉+C多

設定したい機器の
操作切換ボタンを押す

蝙 鯰 蟷
SETランプと選択した
操作切換ボタンが点灯

数字ボタンを使い、
4隋のメーカーコードを順に押す

例えば8013と入力する場合は…

「0」 の入力は
「10/0」のボタンを
押します

¨ 列剣57隋 |

SETランプと選択した
操作切換ボタンが消灯

正しく設定されているか確認する

(次ベージ参照)

ダ
圧董ヨ
SETランプが点灯

したらボタンを離します

メーカーコードを設定した
機器本体の主電源を入れる

確認したい機器の
操作切換ボタンを押す

押しているFo5だけ点灯

続けてチヤンネルや音量などの操作も確認する

メーカーコード設定を行い、主な機育日よ操作できるようになつても、メーカー 機種

によつて、一部機能を操作できない場合があります。
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頸
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響
彎

一̈一̈躁中かΨ］
0‐ 0
● ‐ ●
0● 00

ステップ5で SttTランプが5回点滅してから消灯したら…

メーカーコードー覧表にない番号を押したり、間違つた順番で番号を押した

場合、SETランプが5回点滅した後に消灯します(設定は無効になります)。も

う一度メーカーコードを確認して、ステップ2からやり直してください。

操作の途中で、20秒以上何も押さずに放置すると…

設定操作が解除されます。もう一度ステ,ッ プ2からやり直してください。

設定操作を中止したい時は…

SETボタンを押してください。SETランプが消灯し、設定操作が解除されま

す(誤ってSETボタンを押した場合も設定操作が解除されます)。
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設定したメーカーコードを忘れないために…

正しく設定できたら、本機背画のラベルにコードを記しておくことをお勧めし

ます。

正しく操作できない時は…

メーカーコードー覧表でもう一度コードを確認してください。複数のメーカー

コードがある場合は、他の番号を設定してみてください。

音量(大/小)ボタンと消音ボタンについて

映像機器を選んでいる時は、テレビの音量を調節(消音)しますので、操作時は

テレビボタンが点灯します。

目F翻署ヨ1機種により操作できない機能があります



メーカーコ… ドー覧表

ソニー

バナソ■ック (松下)

東芝

日立
‐

三菱

ビクタ‐
(」VC)

シャープ

サンヨー

パイオニア

フナイ/DX
エプソン

ナナオ  
ー

LG電子

ユニデン  |  |
bydisign

M「Ma文 ‐■ ‐

0132・ 0133・ 0148～ 0150
o127■ 01‐ 291 ‐ ||.
0118～ 0123・ 0145
10124～0128・ 0‐146.10147
0130・ 0131
1013フ :0138‐   ‐ ‐  ■■

0115-0117・ 0144
0111■ 01141o123 ‐

|
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0140
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0157             ●

ソニー

バ■シ
='夕

|(松下)
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‐自立■■ |■ ■ |||
三菱

ビクタ■ |●VC〉||
シャープ

サシヨ■‐||■ |■ |‐

アイワ

'テ

イ1/DX III‐ ■|

IAEW001111■|
LG電子

サムズン|て
SAMSし 0ヽ)

オリオン

ベスト電器(イ

ー
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00フ 1■10アフー10,.04～ 011611■ ■
0066～0068・ 0102・ 0103
101011oフ 010。フ||10ラ41    1
0078
ё03611‐ |||||||||‐ |‐

||||‐ |||||
0065・ 0101

9961110o64110100111111111111
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0087-0089
0098■10000111111111‐ ||||||||

0093
1007111■ |■ ||■ ||■ ■|||||||
0094-0096・ 0109・ 0110
000ウ |‐0008 1 11111‐ || ■‐||

ソニー

パナ|ソニツク (松下)

東芝

日立‐    |
三菱

ビクタ■ (JVC)|
シャープ

サンヨニ

アイワ

パイオニア

フナイ/DX
NEC         ‐

富士通

エプツン

ナナオ

フイリシプス |‐
 |

DAEWOO
LG電子 || ‐|

サムスン (SAMSUNG)
ユニデン  ‐

オリオン

Quixun

byd:sign

0024～0026
0015～ 0017
0008・ 0009
0.010～0014
0011・ 0017-0020
0028■0030
0005～0007
0ool to004
0021～ 0023
0027        1 1
0039-0042
0031～ 0034
0035-0038
0o61  1‐  ‐

  | |
0143
0050● 0051 1

0047-0049
0012・ 0043・ 0044
0046・ 0055
0059・ 0060 1
0045
006211 1   111‐
0011

ソニ■■ |■ |■ ■
パナソニック (松下)

||■ |‐ ||||■ ||‐ ■||

東芝

自
=||■

||■ ||
三菱
―
ビクタ■ (IVO)||
シャープ

サン■■||■ ||■
アイワ

'ヽ

イオ
=ラ

|‐ ||||
フナイ/DX
N亡 0111‐ ||||||||
富士通

ュ|三デシ■|■ |||
オリオン

マスプEll l■  ‐

色ム=品ox■ ‐‐
‐

Wintersat

愛知電子|■ || |
住友電工

″―トラン
ー
タ
ー
(SA)|||

フジクラ

由しふa支 |■ |■ ||‐
■

ベスト電器(インタ■ヨンプ) 001210103110032,0039・ 0047・ 005510056

9006●9923● 19041119015‐ ‐||||||||||■ |

0003～0005・ 0019・ 0020・ 0027・ 0040・

lo49～Oo511o061 1111■ |■ ||■‐■■|

0001・ 0038・ 0045・ 0046
0002100217100101014フ |100461001フ |

0027
1o27110142‐ |‐Ⅲ 61910157.||||||||||||
0026・ 0027・ 0034～0037・ 0043・ 0044
102‐7●|■■||■ |‐

■
|‐ ■■||■ |■

0052～0054
1000フ10021101´ 2110´フ・・C10621100ア 0‐‐
000フ・0008・ 0012・ 0016・ 0029・ 0070
0008110051810o6411111    ■ 

‐
|| |||

000フ・0009・ 0010・ 0070
000311oo601111111‐ |||||||  

‐
■ |  ||

0069・ 0071
00111002olooP719000～ 0032100591
0065・ 0072
o00フ |■ ■|■ |||■ ||||||||‐ ||||■

‐
0018
0012・ 101311111‐ .|||‐ ||||||||‐ ||||‐|||

000フ・0014・ 0015・ 0070
0011・ 00721・ || ||||‐ |||||■|■ ||‐ ‐
0024
C1025・ 0061・ 00661‐

‐む068111111111111
マルマン

コルテイナ ‐

AudioComm

010

0048・ 0099
0052～0055
0156

011



メーカーコー ドー覧表

●サン
=,タ

ス松→|
東芝

||=■1■●|||||
シャープ

|′ イヽオ
=ア

||||||
ビクター (」VC)

|三菱||||■ ||||||
サンヨー

|アイ|ワ■|||||||■ ||
フナイ/D×

|フオ|シフス||■||
富士通

|ヽEC● |■■■■
サムスン (SAMSUNG)

IDAIWOI■ |||||
LG電子

||べえヽきお|■″||ン

"
コルティナ

0032～ 0037
●0016■00201
0008～0011

■0012～OCll● |

0005～ 0007
●00381111111
0039～ 0045

■0021■OC123
0001～ 0004

■0024■003■
0051・ 0052

●0058■■■|■

0050
■0046-0049
0054・ 0055

100161100071
0053

■C1054■00601
0059・ 0060

ソニュー           0192・ 0193

バナツ
='夕

'(松

下,■10182101111●
シャープ      0167～ 0172

,ヽイオ■ア|||||:lllll:019711111111
ビクター (」VC)   0169・ 0170

東芝

詢立■|||||||■
シャープ

|バイオ|′|||||■
ビクター (」VC)

||||||||||||||||||||||||||1111111111111111111111111

三菱

|'シヨ■■||||||
アイワ

|フオイオIXI■|●|
DENON
Iヤマ′■●|||||||
オンキヨー

I1711"|,|プ ス||||||
ティアック

|オ |オン||■11111
ユニデン

1,ムスン|(SAⅢSUNO)
LG電子

ソニユー           0112～ 0127・ 0163～ 0165・ 0192～ 0196
バナツ

=ジ
|ク|(松1つ||10001■ 000フ 10182■0187●|||||||||

0073～0080・ 0176
1110081■00111101フ 7■01111‐0114111111111

0064～0072・ 0128・ 0169・ 0170・ 0173～0175
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操作編【テレビの操作】
基本的な使い方は、お手持ちの機器に付属しているリモコンと同じです。各機器の
取扱説明書もあわせてこ確認ください。

操作編【リモコン操作の基本動作】
実際に機器をリモコン操作するときは、ます操作切換ボタンで操作したい機器を
選び、続けてチャンネル選局、音量調整などのボタンを押して操作します。

操作したい機器の操作切換ボタンを押す

鼈 鼈
押している間だけ、
ボタンが点灯します

田 SETボタン
SETボ タンを押しな
がら、数字ボタンまた
はチャンネルボタンを
押すことで放送を選局
(P016参照)

ロテレビ入力切換ボタン
テレビの入力切換
(P016参照)

口操作切換ボタン
操作する機器の切換

口数字ボタン
チャンネル番号選択
※チヤンネル番号入力の
場合、「10/o」 は0を入
力

口放送切換/
メディア切換ボタン
放送の切換や操作する
メディアの切換
(P017をぶ照)

口番組表ボタン
番組表などを表示

口カーソルボタン
(▲/▼ /く />)
項目の選択/移動

口戻るボタン
ひとつ前に戻る

口音量 (大/小)ボタン
テレビの音量の調節

回消音ボタン
テレビの音声を消音

口画面表示ボタン
画面表示の切換

口操作ボタン
テレビに内蔵されている
DVDやビデオの操作
(P017参照)

ロカラーボタン
テレビ機器の機肯ヨこ準ずる

□音声切換ボタン
音声多重放送の切換え

田電源ボタン
電源オン/オフ

ロメニューボタン
メニューを表示

口決定ボタン
選択項目を決定する

ロデータボタン
運動データの表示

回 3桁入カボタン
チャンネル番号入カモード
にする

四チャンネル(十 /― )ボタン
チャンネルを送る/戻す

回オフタイマーボタン
オフタイマーの設定

ロ ワイ ドボタン
画面サイズの切換

操作したいボタンを押して操作する

機器に応じて各ボタンを押してください

|

)
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メTカーや機種ことでボタンの機能や名前が異なります
●リモコンの設定や操作する機器によって、ボタンの機能が異つていたり、名前
が違う場合があります。

●本機にボタンがあつても、お手持ちの機器付属のリモコンに該当するボタン
がない場合には操作できません。

●メーカーコードー覧表内にあるメーカー・機種でも、操作できない機種や一
部機能を操作できない場合があります。

●ビデオー体型、D∨ D一体型テレビ等のタイマー予約録画、Gコード予約録画
には対応しておりません。

ぅ驚8鶴
鰺 鬱 ◎ 鰺

鵬̈
一饉
聾
馴
剛

続けて同じ機器を操作するときは…

操作切換ボタンを毎回押す必要はありません。各ボタ
ンを押すだけで操作できます。

違う機器を操作するときは…

操作切換ボタンを押してから、各ボタンを押してくだ
さい。

操作対象機器を確認するには…

チャンネルボタンなどのボタンを押すと、押している
間だけ、操作対象となつている機器の操作切換ボタン
が点灯しますので、どの機器を操作しているか確認す
ることができます。

音量調節 。消音について

ビデォデッキやチューナー D∨Dを選んでいる場合
でも、音量(大/小)ボタン

'肖

音ボタン ワイドボタ
ンはテレビ側の音量や画面サイズを調節します。

カラーボタン(青)を押しながら
操作切換ボタンを押すと…

操作対象を切換えることなく、操作切換ボタンにそれ
ぞれに設定されている機器の電源を、直接オン・オフ
します。
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テレビの操作】(つづき)

セットボタンを押しながら数字ボタンを押すことで、以下のようなチャシネル選局

ができます。
Sデジタルの場合  ⊃

堀 霧 緒 嫡 場合も登録チヤン杓レ饗 べます。

テレビ入力切換ボタンを押すたびにテレビの入力が切り換わります。テレビ入力

切換ボタンを押しながら数字ボタンを押すことで、直接切換えることもできます。

操作している機器に応じて、放送やメディアを直接切換えることができます。

(デジタルチューナー内蔵テレビの場合          )

蝙 蝙 蝙 蝙
幽  ・

M・  m回  皿

上段の表示にしたがつて「地上アナログ」「地上デジタル」「BS」

「CS」を切換えます。
※お手持ちのテレビが、切換ボタンを繰り返し押して放送を切換え
るタイプの場合は、「地上アナログ/切換」ボタンを繰り返し押し
て切換えてください。

(DVDやビデオ、HDDと―体型のテレビの場合…      )
下段の表示に応じて操作対象メディアの切換えができます

※タイマー予約録画、Gコード予約録画にlよ対応しておりません。

●リモコンの設定や操作する機器によって、ボタンの機能が異つていたり、名前
が違う場合があります。

●本機にボタンがあつても、お手持ちの機器付属のリモコンに該当するボタン
がない場合には操作できません。

●メーカーコー ドー覧表内にあるメーカー 機種でも、操作できない機種や一
部機能を操作できない場合があります。
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輩雹購懸 以下を順に送ります

ビデオ 1

渕繹 書 ビデオ2

鷲賤畿蓋: ビデオ3

ビデオ4

コンポーネント入力切換

:灘鶴換 A∨ マルチ入力切換

一穆
〓
■

コンポーネント1

コンポーネント2

:驚ぞ麟鶴叢鷺議菫驚 コンポーネント3

鷲滲 騒蓋 テレビチューナー

上言引ま一例です。切換可能な入力はテレビの機種によつて異なり

ますので、お手持ちのテレビの取扱説明書でご確認ください。

BS5チャンネル(WOWOW)

BS7チャンネル(衛星第 1)

BS9チャンネル(八イビジヨン)

BSllチャンネル(衛星第2)

一団
一

押すたびにビデオとDVD(試 たはHDD)を切換えます

DVD部の操作に切換えます

11ロロヨヨ冒EI ビデオ部の操作に切換えます

HDD部の操作に切換えます

テレビに内蔵されているDVDまたはビデオの録画・再生操作などができます。

翻暑議

押しながら
再生ボタンを押す

●録画停止ボタンや録画一時停止ボタンがある機器は、録画ボタンを押しながら停止
ボタンまたは一時停止ボタンを押すことで同様の操作ができます。

●DVDメニューを表示するときはSETボタンを押しながらメニューボタンを押します。
●操作切換ボタンのテレビに、アナログテレビまたは地上デジタル BSデジタル CS
デジタルチューナー内蔵テレビを設定した場合、DVDボタンに設定した機器の録
画 再生操作ができます。
HDD一体型DVDレ コーダーなどの複合機を設定している場合は、それまで操作し
ていたメディア(DVDや HDDなど)の操作になりますので、メディアを切換えると
きは操作切換ボタンで機器を切換えてから操作してください。

鷹悪翻覆鍮メーカーや機種ことでボタンの機能や名前が異なります
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操 作 編 【チ ユ ー ナ ー O CATVチ ユ ー ナ ー の 操 作 】

基本的な使い方は、お手持ちの機器に付属しているリモコンと同じです。各機器の

取扱説明書もあわせてこ確認ください。

操作編【ビデオの操作】
基本的な使い方は、お手持ちの機器に付属しているリモコンと同じです。各機器の

取扱説明書もあわせてこ確認ください。

田 SETボタン
他のボタンと連動して
機能します

ロテレビ入力切換ボタン
テレビの入力切換
(P016参照)

口操作切換ボタン
操作する機器の切換

口数字ボタン
チヤンネル番号選択
※チャンネル番号入力の
場合、「10/o」は0を入
力

口放送切換/
メディア切換ボタン

放送の切換や操作する
メディアの切換
(P017参照)

口番組表ボタン

番組表などを表示
※SETボ タンを押しな
がらこのボタンを押す
と番組内容を表示

ロカーソルボタン
(▲/▼/く />)
項目の選択/移動

口戻るボタン
ひとつ前に戻る

口音量 (大/小 )ボタン
テレビの音量の調節

回消音ボタン
テレビの音声を消音

□画面表示ボタン
画面表示の切換
※SETボタンを押しな
がらこのボタンを押す
と字幕を切換える

※CATVホームターミナ
ルには対応しておりま
せん         、

ロカラーボタン

機器の機育自こ準ずる

国音声切換ボタン
音声多重放送の切換え
※CATVホームターミナ
ルには対応しておりま
せん

□電源ボタン
電源オン/オフ

田メニューボタン
メニューを表示

囮決定ボタン
選択項目を決定する

ロデータボタン
連動データの表示

田 3桁入カボタン
チャンネル番号入カモー
ドにする

回チャンネル(+/― )ボタン
チャンネルを送る/戻す

回オフタイマーボタン
オフタイマーの設定

ロ ワイドボタン
画面サイズの切換

ロテレビ入力切換ボタン
テレビの入力切換
(P016参月●

口 操作切換ボタン

操作する機器の切換

口 数字ボタン

チャンネル番号選択
※チャンネル番号入力の
場合、「10/o」 Iま 0を入
力

口 放送切換/
メディア切換ボタン

放送の切換や操作する
メディアの切換
(P017参照)

口 音量 (大/小)ボタン
テレビの音量の調節

口 消音ボタン
テレビの音声を消音

‐ 再生

① 早送り
0停 止

① 一時停止

口 電源ボタン

電源オン/オフ

ロチャンネル(+/― )ボタン
チャンネルを送る/戻す

回オフタイマーボタン
オフタイマーの設定

回ワイ ドボタン
画面サイズの切換

口操作ボタン
録画 再生操作※]

‐ ―

● 巻戻し
●  0+0で 録画

0-

目隅編霜機 メーカーや機種ことでボタンの機能や名前が異なります

●リモコンの設定や操作する機器によつて、ボタンの機能が異つていたり、名前

が違う場合があります。

●本機にボタンがあつても、お手持ちの機器付属のリモコンに該当するボタン

がない場合には操作できません。

●メーカーヨー ドー覧表内にあるメーカー・機種でも、操作できない機種や一

部機能を操作できない場合があります。
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※1録画停止ボタンや録画一時停止ボタンがある機器は、録画ボ
タンを押しながら停止ボタンまたは一時停止ボタンを押すこ
とで同様の操作ができます。

巳鬱撃薫
=こ

メーカーや機種ことでボタンの機能や名前が異なります

●リモコンの設定や操作する機器によつて、ボタンの機能が異つていたり、名前
が違う場合があります。

●本機にボタンがあつても、お手持ちの機器付属のリモコンに該当するボタン
がない場合には操作できません。

●メーカーコードー覧表内にあるメーカー 機種でも、操作できない機種や一

部機能を操作できない場合があります。
●タイマー予約録画、Gコード予約録画には対応しておりません。
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操作編【DVDの操作】
基本的な使い方は、お手持ちの機器に付属しているリモコンと同じです。各機器の

取扱説明書もあわせてこ確認ください。

操 作 編 【ビデオ・ DVD複 含 機 、B旧Ⅲray DLc機 器 の操 作 】

基本的な使い方は、お手持ちの機器に付属しているリモコンと同じです。各機器の

取扱説明書もあわせてこ確認ください。

‐

田 SETボタン
他のボタンと運動して
機能します

ロテレビ入力切換ボタン
テレビの入力切換
(P016参照)

口操作切換ボタン
操作する機器の切換

口数字ボタン
チャンネル選択
※10キー入力には対応

しておりません

口放送切換/
メディア切換ボタン
メディアの切換

押すたびに
口回鵬 ビデオ DVD HDD

を切換

ШШtt DVDに 切換

Ш ビデオに切換

ロコ】HDDに切換

口

")

項目の選択/移動

口戻るボタン
ひとつ前に戻る

口音量(大/小 )ボタン
テレビの音量の調節

口消音ボタン
テレビの音声を消音

回操作ボタン
録画 再生操作※l

田 SETボタン
他のボタンと連動して
機能します

ロテレビ入力切換ボタン
テレビの入力切換
(P016参照)

口操作切換ボタン
操作する機器の切換

口数字ボタン
チャンネル選択
※チャンネル入力の場
合、「10/o」 は「0」 を
入力

口放送切換/
メディア切換ボタン

放送やメディアの切換
(P022参 照)

口番組表ボタン

番組表などを表示
※セットボタンを押しな
がらこのボタンを押
すと番組内容を表示

ロカーソルボタン
(▲/▼/く />)
項目の選択/移動

口戻るボタン
ひとつ前に戻る

口音量(大/小 )ボタン
テレビの音量の調節

囮消音ボタン
テレビの音声を消音

口画面表示ボタン
画面表示の切換

口操作ボタン
録画 再生操作※1

‐ スキップ(― )

● サーチ()
● ●+‐で録画
0ス キップ(+)  、

0再 生

0サーチ(+)

‐ 趾

① 一時停止

口電源ボタン
電源オン/オフ

ロメニューボタン
メニューを表示
※セットボタンを押しなが

らこのボタンを押すと
DVDメニューを表示

田決定ボタン
選択項目を決定する

日チャンネル(+/― )ボタン
チヤンネルを送る/戻す

田オフタイマーボタン
オフタイマーの設定

回ワイドボタン
画面サイズの切換

‐ スキップ(― )

● 巻戻し/サ チ()
● ●十eで録画
‐ スキップ(十 )

‐ 再生

0早送り/サーチ(+)

‐ 停止

0-時 停止

ロ カラーボタン

機器の機能に準する

口 音声切換ボタン

音声多重の切換え

回 電源ボタン

電源オン/オフ

ロメニューボタン
メニューを表示
※セットボタンを押しな
がらこのボタンを押す
とDVDメニューを表示

口決定ボタン
選択項目を決定する

ロデータボタン
運動データの表示

回 3桁入カボタン

チャンネル番号入カモー
ドにする

四チャンネル(+/― )ボタン
チャンネルを送る/戻す

ロオフタイマーボタン
オフタイマーの設定

ロワイドボタン
画面サイズの切換

※1霧ワ瑯鬱越予謬髪∬2翻釉 婦望
とで同様の操作ができます。

題鵬羅窮尋 メーカーや機種ことでボタンの機能や名前が異なります

●リモコンの設定や操作する機器によつて、ボタンの機能が異つていたり、名前

が違う場合があります。

●本機にボタンがあつても、お手持ちの機器付属のリモコンに該当するボタンが

ない場合には操作できません。

●メーカーコー ドー覧表内にあるメーカー 機種でも、操作できない機種や一部

機能を操作できない場合があります。

●タイマー予約録画、Gコード予約録画には対応しておりません。
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※
リワ騨鬱越予謬魅∬沼13輻麗

鴻鸞ダ那踊悪ζttΣ鰹脇9雲雰殉
換ボタンを押してください。

=■
羅窮ヨ|メーカーや機種ことでボタンの機能や名前が異なります

●リモコンの設定や操作する機器によつて、ボタンの機能が異つていたり、名前

.ズ遍足揉33悪3雪署も、ぉ手持ちの機器付属のリモコンに該当するボタンが

ない場合には操作できません。

●メーカーヨードー覧表内にあるメーカー・機種でも、操作できない機種や一部

機能を操作できない場合があります。

●タイマー予約録画、Gコード予約録画には対応しておりません。
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操作編 【ビデオ 。DVD複含機、BIu・ ray Disc機器の操作】つづき

(放送切換/メディア切換ボタンの操作                )

●単押し(他のボタンを何も押さない)の場合、メディアを切換えることができます

蝙
皿

E醸憑 押すたびにビデオとDVD(またはHDD)を切換

DMD 5年
鰐 硼 蹴 淵 鷹 凝 儡

uray DS孵器、HDD内蔵ビ

w出田 ビ昇募覇お繁昇}』猫FD内
蔵ビデオ、HDD内蔵ビデオー体型DVDの

ヨ鵬 寧叩雰滉紀翻凛ポ鶉
HD聘蔵ビデオ、HD訥蔵ビデ

・増;てギ多ク盾昴こま『
g]県拶影彎髪きと、放送を切換えることができます

上段の表示にしたがつて「地上アナログ」「地上デジタル」「BS」「CS」を切換えます。

※お手持ちのテレビが、切換ボタンを繰り返し押して放送を切換えるタイプの場合は、「地

上アナログ/切換Jボタンを繰り返し押して切換えてください。

固■墾塁コ メーカーや機種ことでボタンの機能や名前が異なります

●リモコンの設定や操作する機器によつて、ボタンの機能が異つていたり、名前

が違う場合があります。

●本機にボタンがあつても、お手持ちの機器付属のリモコンに該当するボタン

がない場合には操作できません。

●メーカーコー ドー覧表内にあるメーカー 機種でも、操作できない機種や一

部機能を操作できない場合があります。

●タイマー予約録画、Gコー ド予約録画には対応しておりません。
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本機に付いた汚れは、柔らかい布でから拭きしてください。

汚れがひどい時は、布をぬるま湯か薄めた中性洗剤で湿ら

せ軽く拭いた後、から拭きしてください。

シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷

めますので、絶対に使用しないでください。

故障かな ?と思つたら

ｃｓ

蝙

匝

“
蝙

皿鑢̈け回

ｃｓ黎
回

Ｂｓ輻鶉田
《̈鶉Ш

纏̈鶉皿
＋田●

シンナー、ベンジン、
アルコールなど|よ

使用しない

乾電池は正しく入れてありますか。

乾電池が消耗していませんか。

メーカーコードを設定しましたか?

お手持ちの機器から離れすぎていません

か。または機器との間に障害物がありませ

んか。

操作切換ボタンで、操作したい機器を正し

く選んでいますか。

操作したい機器の電源は入つていますか。

リモコンでお手持ちの機器を

操作できない

メーカーコードを正しく設定しましたか。

複数のメーカーコードがある場合は、

「メーカーコードー覧表」にある別の番号

でも試してみてください。
・操作中に誤つてボタンを押したために、別

のメーカーコードに変わつてしまつている

可能性があります。もう一度メーカーコー

ド設定をしてみてください。

「メーカーコードー覧表」にある機器でも、

年代 機種によリー部操作できない機器

があります。

メーカーコードを設定しても

操作できない

電池が消耗している可能性があります。早

めに新しい電池と交換してください。
機器に近づかないと

動作しない

一部の機能が操作できない 正しくメーカーコード設定をしましたか。

一部の機能だけが操作できない場合、別の

メーカーコードを設定し直すことで操作

できるようになることがあります。

お手入れのしかた
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主な仕様

動作距離 :約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)

使用電池 :単3形乾電池2本 G」売)               
・

寸  法 :53(幅 )× 190(高 )× 25(奥行)mm
質  量 :90g(電池を含ます)

付 属 品 :取扱説明書、保証書

メモリーバックアップ機能搭載 :

乾電池交換時、電池を外しても設定したメーカーコードを保持します。したがつ

てメーカーコード設定をやり直す必要がありません。

※本製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。また本取扱説

明書で使用する図版は、実際の機種と一部外観が異なつている場合があります。

保証とアフターサービスについて

議鰈 鐵 爾 艤 畿 購 ま難購 澪辣 緻 購 輩鷲雛警驚雛難難難 :書饉彗苺糠難難

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取り

ください。お受け取りになつた保証書は、記載内容および「販売店、お買い上げ

年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が

記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証

期FB5はお買い上げ日より 1年間です。

艤 臨 難 繭 爾 醸 購 艤 繭 鶯爾 簸 書懸鷲:鷲:驚 :苺:書鷲|:鵞驚輩懸畿 轟 艤は 様書鷲

●調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくこ覧になり正しく使われているか

お調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社

修理係にこ相談ください。

●保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をこ覧ください。

●保証期間が過ぎた場合は

修理によつて機能が維持できる場合は、お客様のこ要望により有償修理させてい

ただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理係にこ相談ください。

設定メモ

操作切換ボタンことに、設定機種を記入してこ活用ください。

メ モ

機器名 機器名 機器名 機器名

日付|||1年 ||1月|■ |ロ 日付   年  月  日 ヨ付   年  月■ ‐1日 日付 ■‐■年|■ 1月■ 1日

機器名 機器名 機器名 機器名

自樹■|■1年■■月■■1日 ヨ付  年1 月 1日 日付‐■■1年 |||1月 |■ 日 日付■|1年■1月■■日

機器名 機器名 機器名 機器名

日付|■■年|■月|■‐■ 日付■|■年 |■月■1日 日付|‐ |1年 |■ 1月1  日 ヨ付  1年 |1月  ・ 日

機器名 機器名 機器名 機器名

日付||■ |1年■■窮|■ 1日 ヨ付|■■年,1月 |■ 1日 ヨ付■|■年|■月■‐1日 日■|■■1年●1月

機器名 機器名 機器名 機器名

日付||1奪 |1月 ■1日 自付 ‐ ■年■ 月 1日 日付|‐

‐1年
 1月 |ロ 日付||■年||■月■|ロ
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