
下の「メーカーコード一覧表」を参照して、
設定したいテレビのメーカーコードを確認します。❶
電源ボタンを押しながら、ご使用のテレビに対応した
3桁のメーカーコードをダイレクトチャンネルボタンで入力します。
入力したら指を離します。

❷

テレビに向かって電源ボタンを押し、正常に入/切できるか確認します。
※続けて他の機能もご確認ください。❸
“0”を入力するときは“10”のボタンを押してください。

本製品を使用する前に、必ずメーカーコード設定を行なってください。
正しくメーカーコード設定をしないと操作できません。

メーカーコードの設定方法AV-R110E
データTVリモコン

電源ボタン

ダイレクト
チャンネルボタン

同じメーカーでも機種によって信号が異なる場合があります。うまく設定できな
い場合は、メーカーコード一覧表にある違う番号を設定してみてください。
例えばソニー製地上デジタルテレビの場合、221で設定を行ってもうまく操作が
できないときは、222にコードを変えて設定を行なってご確認ください。

メーカーコード一覧表
メーカー名 メーカーコード

ソニー 221、222

パナソニック 216、217

東芝 207、208、209、211

日立 213、249、251

三菱 219

ビクター（JVC）  226

シャープ 252、253、255、257、258

サンヨー 200

パイオニア 223、224、259

フナイ/DX 229

エプソン 241

ナナオ 242

LG電子 228

オリオン 212
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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、製品を安全にこ使用ください"

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

保管してください。

・地上アナログテレビ ・HDD一体型テレビ    ・ビデオー体型テレビ ・DVD一体型テレビ
・BD一体型テレビ  ・HDD&DVD一体型テレビ ・車載用テレビ
・ディスプレイとレシーバーが分離したセパレートタイプのテレビ
・パソコン用モニター(テレビチューナー付き含む) 。地上/BS/CSデジタルチューナー



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能性があります。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c注意事項は、

取り扱いを誤つた場合に予想される事故の大きさによって3段階に表示しています。

△危険轟顧肇剪覇ぶ菫郵躊著狩I災
、感電、破裂などにより死亡したり、大け

この表示を無視して、誤つた取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定さ

れる内容です。

△注意痙雛壇呵甚了野翼認鍾冒箕:潔暫
測こよ釧ナがをしね周

△ 注意

⑪
拠

本体を分解、改造しない

●故障の原因となります。
⑬
難

暖房器具や調理器具の近くなど、

油・蒸気・熱のあたる場所に置かない
●破損 故障の原因となります。

Θ
］

水をかけたり、浴室など湿度の高い場所
に放置しない

●故障の原因となります。

③
難

1 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、ほこりの多い場所に

1 

放
冒顎罹ぁ原因となります。

⑬
瓢

内部に水や異物を入れない
●故障の原因となります。 ⑬

祉

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

●落下してけがをする可能性がありま
す。また、本機の破損 故障の原因と
なります。

Θ
瓢

幼児やペットなどに誤つて触らせない

●大けがの原因となります。 ⑬
瓢

本機をシンナーやベンジンなどで拭かFdlい

●変形 変色の原因となります。

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。

△ハ〔摯一

●大中への投入、カロ熱、分解をしない

●取り外した乾電池を幼児に触らせない

●ショートさせない

●新しい乾電池と使用した乾電池、種類の

異なる乾電池(マンガンとアルカリ)を混
ぜて使わない

△
滞

●①Oの表示通りに入れる

●指定以外の乾電池を使わない

●使い切つた乾電池はすぐに取り出す

●しばらく使わないときは乾電池を取り外
しておく

●万―液もれしたら、液をよく拭き取つてください。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
してください。

●万―お子様が乾電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
●万一、もれた液が目に入つたときは、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのされいな水で十分
に洗い、ただちに医師に相談してください。

●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にはそれに従つて廃棄してください。

●弊社の責任によらない製品の損傷や、破損、または改造による故障や不具合

●本製品によって生じたデータの消失または破損

●本製品のために費やした時間および経費

●本製品を運用した結果もたらされた損害

●本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果および利益の損失



1 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従つた使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料

曖 いたします。

2保証期間内でも次の場合には有料修理となります。                      ,
(イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷

(□)お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷

(ノ )ヽ火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷

(二)消耗または摩耗した部品、付属品の交換

(ホ)本書のこ提示がない場合

(へ)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた

場合 (但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)

(卜)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷

(チ)一般家庭用以外(例 :業務用、または業務用に準する使用方法)で使用された場合の故障及び損傷

3.こ贈答、こ転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をこ依頼になれない場合は、弊社修理

こ相談センターにお問い合わせください。

4本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is va‖ d onvin」apan

5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商 品 名 データTVリモコン ★お買上げ日:    年  月  日

型 番 AV‐Rl10E  I品  番 107‐ 8071 保証期間 :本体1年間(お買上げの日から)

お
・客

様

☆お名前 様

〔ご住所 〒    ―

電話    (     )

修理メモ

販

売

店

★住所 店名 電話

①

(注 )★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずこ確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもと

において無料修理をお約束するものです。※この

「

懸三躙 誦翼炒  Q兄 Kヽゝ猾寛
の法律上の権利を制限するものではありません。 http:〃www ohm― electric co ip

※保証期間経過後の修理についてこ不明の場合は、

お買上げの販売店または弊社修理こ相談センター

にお問い合わせください。

※お客様にこ記入いただいた保証書の内容は、保証

期間内のサービス活動及びその後の安全点検活

動のために記載内容を利用させていただく場合

がありますので、こ了承ください。

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ

●通話料無料        0携 帯 IP 公衆電話からは

0120¨ 963¨006048-992… 2735
電話 1平 日 9:00～ 17:30 土曜 9:00～ 17
受付1   日曜 祝日及び年末年始は除きます

048…992‐3970平 日9:00～ 17:00

07 80nA



①信号送信部
この部分をテレビの受光部に向けて操作は す。

②d(データ連動)ボタン
データ放送受信時の情報を表示は す。

①カラーボタン (青・赤・緑。黄)

データ情報の操作時に使います。

①カーソルボタン/決定ボタン
カーソルを動かします。決定ボタンは選択項目を決定します。

⑤菅量ボタン (▲/▼)

音量を調節します。

⑤ダイレクトチャンネルボタン
チャンネルを選局します。

⑦操作ランプ
ボタン操作時に光ります。

①電源ボタン
テレビの電源を入切は す。

①選局ボタン (+/― )

升 ンネルを送ります。

10

本体裏面にある電池ぶたを矢

印の方向にスライドさせて、電

池ぶたを開けます。

単4形乾電池偶J売)2本を①と

Oの向きに注意しながら右図の

通り正しく入れます(コイルバネ

があるほうが○側です)。

電池ぶたを元通りにしつかりと

閉めます。

徘

乾電池の交換時期…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

ときは、乾電池の消耗が原因として考えらねます。2本とも新しい乾電池と交換してください。

瘍

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。したがってメーカーコード設

定をやり直す必要がありません。



①

◎

右の「メーカーコードー覧表」を参照して、

設定したいテレビのメーカーコードを確認します。

電源ボタンを押しながら、こ使用のテレビに対応した3桁のメーカーコード

をダイレクトチャンネルボタンで入力します。入力したら指を離します。

電源ボタンを押すと操作ランプが点灯した後に消灯します。その後、ダイレクトボタン

を押すたびに、操作ランプが同様に光ります。

黎を押しから②Ⅲ,⑩■⑤ J曰こボタンを押します。
“0"を入力するときは“10"のボタンを押してください。

テレビに向かつて電源ボタンを押し、正常に入/切できるか確認します。
※続けて他の機能もこ確認ください。

【うまく設定できないときは1

同じメーカーでも機種によつて信号が異なることがあります。メーカーコードー

覧表に違う番号があるときは、そちらもお試しください。
例えばソニー製地上デジタルテレビの場合、221で設定を行つてもうまく操作が
できないときは、222でも試してみてください。

メーカーコードー覧表

鱗簸難灘頸鶴購轟1艤漑鶴爾‡震薇 薇 蛉 艤
ソニ■ 221、 222 サンヨ■ 200

パナツ
=ツ

ク 216、217 パイオニア 223、 224、 259

東芝 207、 208、 フナイ/DX 229

209、 211 エプソン 241

日立 213、 249、 251 ナナオ 242

|三菱 219 LG電子 228

ビクター(」VC) 226 オリオン 212

シャープ 252、 253、 255、

257、 258



テレビ側の信号受信部について

テレビの信号受信部がほこりなどで汚れていると、リモコン信号の動作距離が短くなつたり、正常に操作できないことがあります。このようなときは、信号受信部を乾拭きするなど、掃除をしてください。また、テレビ

の中には、信号受信部の感度が低くなつているものもあります。この場合もリモコンの動作距離が短くなります。

データ放送とは

デジタル放送において、様々な付加情報を提供するサービスのことで、番組を

受信中にd(データ運動)ボタンを押すと表示されます。番組|こよつて内容は異

なります。

データ放送の操作方法は、多くの場合、こ覧の画面内に表示されていますの

で、そねを参考に操作してください。

カラーボタン(青 :赤・緑 :黄)で操作

画面に表示されている選択項目ことにカラーボタンが指定されていると

きは、対応するカラ=ボタンを押すことで選択できます。

―

カーソルボタンと決定ボタンで操作

画面に表示されている選択項目をカーソルボタン(▲/▼/く />)で選び、

決定ボタンを押すことで操作します。

※具体的な操作方法は、各放送の画面表示、およびテレビに付属する取扱説

明書をこ参照ください。

厖基ζ忠す1喜量蘇

`凛

す

公

電源ボタンを押すと電源が入ります。

もう一度押すと、電源が切れますo

テレビの付属リモコンで「電源ボタン」がONとOFFで別々になつているも

のは、本機の「電源ボタン」では操作できません。

ヽ

下記のいずれかの方法で操作してください。

ダイレクトチャンネルボタンを押す

見たい放送局のチャンネル番号を押します(主に地上デジタル放送、BS
デジタル放送時)。

―

選局ボタン(+/―)で選ぶ

チャンネルを順に(逆順に)送ります。

※ダイレクトチャンネルボタンで選局できないときは選局ボタン(+/― )で操

作してください。
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リモコンでテレビを

操作できない
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?

お手持ちのテレビから離れすぎていませんか。またはテレビとの間に障害物がありませんか。

テレビの電源は入つていますか。

メーカーコードを設

定しても操作できな

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。

機器に近づかない

と動作しない
乾電池が消耗している可能性があります。早めに新しい乾電池と交換してください。

一部の機能が

操作できない
別のメーカーコードを試してみてください。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。

●本体や操作ボタンなどが汚れたら、柔らかい布で乾拭きしてくださ

い。汚れがひどい場合は、水で布を湿らすか、中性洗剤を少し布に

つけて拭き、その後に乾拭きをしてください。

●シンナーやベンジン、アルコールなどは使わないでください。変質

したり、塗料力ヽまげることがあります。

シンナー、ベンジン、
アリレコールは
使用しないでください。

保肛書について

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。お受け取りになった保証書

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。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフタ∵サTビスについて

'議
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●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、または弊社修理こ相談センターにこ相談ください。

●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

たは弊社修理こ相談センターに副 談ください。

動 作 足巨離 : 約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)

電    源 : DC3V 単4形乾電池×2本 偶」売)

電池維持期間 : 約1年間(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により変化します

外 形 寸 法 i 幅56×高さ1335×厚さ19mm
質    量 : 約67g(乾電池除く)

付 属  品 : 取扱説明書(保証書付)

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。

※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。
※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。

あらかじめこ了承ください。




