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 DVDレコーダー
品番 DMR-EH75V

取扱説明書

ステップに従って準備すれば、DVDレコーダーをお楽しみいただけます 4ページ

¥この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」(別冊の取扱説明書 操作編86～ 87ページ )は、ご使用前に必ずお読みい
ただき、安全にお使いください。



2

その他の設定
チャンネル設定、番組表 (Gガイド )
の設定ができなかったとき...................l 20ページ

● 自分でチャンネルを合わせる.........................l 20ページ

● BSアンテナを設定をする..............................l 22ページ

● 番組表 (Gガイド )の設定を変える .............l 23ページ

リモコンを設定する /
時刻を合わせ直す..............................l 24ページ

● 本機のリモコンでテレビも操作する ............l 24ページ

接続するテレビや接続のしかた
に合わせて設定する..........................l 26ページ

市外局番チャンネル設定一覧 (VHF/UHF) ...l 28ページ

G ガイド地域・ホスト局一覧............l 30ページ

放送局コード一覧................................l 31ページ

付属品...................................................l 裏表紙

もくじ

設定
正しく接続できているか確認する...l 15ページ

● 時刻表示を確認する .........................................l 15ページ

● テレビに本機の画面を出す.............................l 15ページ

かんたん設置設定をする ......l 16ページ

番組表 (Gガイド )を受信する.....l 18ページ

接続
アンテナ線と接続する..........l 6ページ

映像と音声のコードを接続する......l 8ページ

チューナーやビデオなど、
その他の外部機器と接続する.........l 10ページ

● BS( アナログ )デコーダーと接続する .......l 12ページ

● C
ケーブルテレビ

ATVホームターミナル /
セットトップボックスと接続する .................l 13ページ

電源コードを接続する 最後に接続! ...l 14ページ

はじめに
リモコンの使いかた............................l 3ページ

接続と設定の流れ................................l 4ページ

著作権など
● G ガイド、G-GUIDE、および Gガイドロゴは、米 Gemstar-
TV Guide International, Inc. の日本国内における登録商標で
す。
Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. のラ
イセンスに基づいて生産しております。
米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会
社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュー
ル情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、
Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に
関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

● 電子番組表の表示機能にＧガイドを採用していますが、当社がＧ
ガイドの電子番組表サービスを保証するものではありません。

● 天災、システム障害、放送局側の都合による変更などの事由によ
り、電子番組表サービスが使用できない場合があります。当社は
電子番組表サービスの使用に関わるいかなる損害、損失に対して
も責任を負いません。

● Gコード、G-CODE、およびGコードロゴは、
米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会
社の日本国内における登録商標です。Gコードシステムは、米
Gemstar-TV Guide International, Inc. のライセンスに基づい
て生産しております。

● ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されていま
す。Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリー
ズの商標です。

● 「DTS」および「DTS 2.0iDigital Out」はDTS社の商標です。
● 本機がテレビ画面に表示する平成丸ゴシック体は、財団法人日本
規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可な
く複製することはできません。

● この取扱説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名など
は各社の登録商標または商標です。

本書で参照していただくページを ○○ページ 、別冊の取扱説明書 操作編で参照していただくページを 操作編  P. ○○  で
示しています。
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リモコンの使いかた
● 本書では、ボタン名を [ 決定 ]などで示し、“ボタン”を省略しています。
● リモコンでのテレビの操作は、テレビメーカーの設定 24ページ 後に行えるようになります。

リモコンに乾電池を入れる
ふたを外し、単3形乾電池 (付属 )を入れる
● +-を確認してください。
● 入れたあとは、ふたを元どおり閉めてください。
● ふたを閉めるときは、-側から先に入れてください。

● 操作できる範囲が狭くなってきたり、操作できなくなってきたときは、電池を交換してください。(使用環境、使用回数などにもよりますが、
電池の寿命は約１年です )

● 電池交換後、本機やテレビが操作できなくなっているときは、テレビメーカー番号 24ページ 、リモコンモード 24ページ を合わせ直してください。
● 不要となった電池は、不燃物ごみとして処理するか、地方の条例に従って処理してください。
● 本体をラックに入れて使用するときは、ガラス扉の厚さや色によって、操作できる範囲が狭くなることがあります。
● 本機とリモコンの間に障害物を置かないでください。
● リモコン受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光を当てないでください。

お知らせ

リモコンの使用範囲
(ただし、操作できる範囲は周囲の明るさで変わります)

本書で使用するリモコンボタンを説明しています。
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接続と設定の流れ

0

アンテナ線と接続する

VHF/UHFアンテナ

映像と音声のコードを接続する

チューナーやビデオなど、
その他の外部機器と接続する

電源コードを接続する

正しく接続できているか確認する

かんたん設置設定をする

番組表 (Gガイド )を受信する

1 DVD/VHS共用出力端子に接続する 8ページ

他のビデオや各種チューナー、アンプ、Ir システ
ムなどと接続する場合は、合わせてご覧ください。
10ページ

14ページ

基本的な準備は、これで完了です。 18ページ

16ページ

15ページ

必要に応じてその他の設定をする
●本機のリモコンでテレビも操作する 24ページ

●２台以上の当社製DVDレコーダーなどを使う
とき 24ページ

●時刻を合わせ直す 24ページ

●S映像端子に接続するとき 26ページ

●お使いのテレビのタイプを設定する 26ページ

●外部入力 3(L3)/BS デコーダー入力端子に接続
するとき 26ページ

VHF/UHFのみの
アンテナの場合

6ページ
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地上・BS・CSデジタル
チューナー内蔵テレビ

VHF/UHFテレビ BSアナログチューナー
内蔵テレビ

BSアンテナ ＣＡＴＶ /セットトップボックス

2 DVD優先出力端子に接続する 8ページ

テレビに右記のような端子があるときは、「2 DVD優先
出力端子」に接続すると、HDD/DVDの映像をさらに高

画質でお楽しみいただけます。必ず「1 DVD/VHS共
用出力端子」にも接続してください。

BS( アナログ )放送をご覧になる場合は、接続に合わせて「BSアンテナ設定」をしてください。
22ページ

BSアンテナをお持ち
の場合
BSアナログチューナー
内蔵テレビの場合

7ページ

BSアンテナをお持ち
の場合
VHF/UHFテレビ
の場合

7ページ

地上・BS・CSデジタ
ルチューナー内蔵テレ
ビの場合

6ページ

＜接続3＞へ

CATVホームターミナ
ル /セットトップボック
スと接続する

13ページ

地上・BS・CSデジタ
ルチューナー (内蔵テ
レビ )と接続する場合

10ページ
BS( アナログ )デコーダーと接続する

12ページ
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アンテナ線と接続する

アンテナ・テレビ側の端子 本機側の端子

VHF/UHFのみ
のアンテナの場合

地上・BS・CS
デジタルチューナー
内蔵テレビの場合

接続を始める前に
テレビやお手持ちのビデオに接続されている地上アナログ用アンテナ線を外し、本機に接続してください。
●  各機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
● テレビまたはチューナーやビデオなど、外部機器に接続しているアンテナ線などがある場合は、すべて外してから作業するこ
とをおすすめします。

● 接続は乾いた手で行ってください。
● 各機器の説明書もご覧ください。
● アンテナ線が本機のVHF/UHF入力端子と合わないときは、別売の部品や加工が必要です。詳しくは、販売店にご相談ください。
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B
S
ア
ン
テ
ナ
を
お
持
ち
の
場
合

VHF/UHFVHF/UHF
テレビの場合テレビの場合

BSアナログBSアナログ
チューナー内蔵チューナー内蔵
テレビの場合テレビの場合

● 本機は高感度BS( アナログ )チューナーを内蔵しており、多少の悪天候でもきれいな映像をお楽しみ頂けます。
● 雷雨や豪雨のときや、アンテナに雪が付いたときなどは、一時的に映像や音声にノイズが出たり、ひどいときにはまったく受信できな
くなることがあります。これは、気象条件によるもので、BSアンテナや本機の故障ではありません。

● BS放送は、放送衛星のメンテナンスのため、一時的に放送が中断されるときがあります。
● 本機のBS-IF 入力・BS-IF 出力は、110度 CSデジタル放送には対応していません。
● BSアナログ放送を、VHSに録画することはできません。

お知らせ

VHF/UHFとVHF/UHFと
BSがひとつにBSがひとつに
なっているなっている
アンテナの場合アンテナの場合
( マンションなどの(マンションなどの
共同受信の場合 )共同受信の場合 )

※内部冷却用ファンをふさがないでください。
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1 DVD/VHS
共用出力端子
に接続する

映像と音声のコードを接続する

テレビ側の端子 本機側の端子

本機の映像・音声出力端子には、DVD/VHS共用出力端子とDVD優先出力端子があります。
下記の“1 DVD/VHS共用出力端子に接続する”は、必ず行ってください。
テレビにS映像端子、コンポーネントビデオ入力端子またはD映像入力端子があるときは、“2 DVD優先出力端子に接続する”
と、HDD/DVDの映像をさらに高画質で再生します。“1 DVD/VHS共用出力端子に接続する”と合わせて接続してください。

2 
D
V
D
優
先
出
力
端
子
に
接
続
す
る

接続するテレビの端子に合った
接続コードをお使いください。

コンポーネントコンポーネント
(色差 )ビデオ(色差 )ビデオ
端子と接続する端子と接続する

場合場合

D映像端子D映像端子
と接続する場合と接続する場合

S映像端子S映像端子
と接続する場合と接続する場合
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DVD優先出力端子は、
HDD/DVDの映像をより
高画質で楽しむための優先
端子です。

● ここでは、テレビのスピーカーを使って音声を聞く場合を説明しています。
● 音声端子が１つしかない (モノラル )テレビをお使いのときは、ステレオ←→モノラルの映像・音声コード (別売 ) をお使いください。

お知らせ

● テレビの入力端子がD2～D5の場合、DVDをプログレッシブ映像で再生できます。
● テレビの入力端子がD1のみ対応しているときは、プログレッシブ出力で映像を楽しむことはできません（イン
ターレース映像のみの出力となります）が、S映像よりも高画質です。

● テレビのコンポーネント (色差 ) ビデオ入力端子の表示が異なるとき (Y/B-Y/R-Y など ) は、同じ色の端子ど
うしを接続してください。

● テレビのコンポーネント (色差 ) ビデオ入力端子が、1125i(1080i) の信号のみに対応している場合、DVD
ビデオを正常に再生できません。このときは、テレビの入力を「ビデオ1」に切り換えてご覧ください。

● 映像が乱れたり、映らないことがありますので、以下のような端子とは接続しないでください。
・DVDに対応していないハイビジョン方式専用の端子
・DVDのマクロビジョン社のコピーガードシステムに対応していない525p端子
・ビデオカセットレコーダーのビデオ入力端子

お知らせ

S映像コードを接続したときは、初期設定「ワイドモード」をテレビ側の端子の種類 (S、S1、
S2) に合わせて設定してください。 26ページ ( テレビ側で切り換えが必要な場合があります )

D端子ピンケーブル、D端子ケーブルを接続したときは、初期設定「接続するTV」をテレビ
に合わせて設定してください。 26ページ

ＤＶＤ優先出力端子に接続した場合、HDD/DVD録画中は
VHSの映像が映りません。必ず“1DVD/VHS共用出力
端子に接続する”も行ってください。

DVD優先出力端子に接続した場合、HDD/DVDとVHSそれぞれの映像をご覧いただくには、
テレビ側で接続した入力に切り換えてください。

‘VHSの映像をご覧いただくには
 テレビの入力で「ビデオ１」などに切り換える

HDD/DVDとVHS両方の映像を見るには、左図のように必ず本機のDVD/VHS共用出力端
子に接続してください。

● これまでご使用になっていたS映像コード ( 別売 ) の片側が、テレビに接続されたままに
なっているときなども、HDD/DVD録画中はVHSの映像が出ない場合があります。その
ままＳ映像コード(別売)をご使用になる場合は、“1 DVD/VHS共用出力端子に接続する”
と“2 DVD優先出力端子に接続する”を正しく行ってください。
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ビデオと
接続する場合

地上・BS・CS
デジタルチューナー
( 内蔵テレビ )と
接続する場合

接続する機器の説明書もご覧
ください。

ア
ン
プ
と
接
続
す
る
場
合

アナログ音声アナログ音声
端子に接続する端子に接続する

場合場合

光デジタル音声光デジタル音声
端子に接続する端子に接続する

場合場合

チューナーやビデオなど、その他の外部機器と接続する

外部機器側の端子 本機側の端子
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映像・音声コード (別売 )を本機の外部入力3(L3)/BSデコーダー入力端子に接続した場合は、初期設定「外部入力
3の端子設定」を「ライン」に設定してください。 26ページ

接続する機器に合わせて初期設定「デジタル出力」を設定してください。 操作編  P.84

お知らせ
● 光デジタルケーブル (別売 ) をお求めになるときは、あらかじめ接続される機器の端子形状をご確認ください。
● DVDビデオに対応していないDTSデコーダーは使用できません。
● DVDオーディオのマルチチャンネル音声は、マルチチャンネルのスピーカーを接続していても、2チャンネルで出力されます。

I
アイアール

r システムと接続する
本機は、当社製チューナーまたはチューナー内蔵テレビの Ir システムに対応しています。
チューナーなどから予約録画の信号を本機のリモコン受信部 (IR マークの部分 )に送ることで、予約録画 (連動
予約またはタイマー予約 )をすることができます。 操作編  P.31  
● チューナーなどの Ir システムがDVDレコーダーまたはビデオに対応していることをご確認ください。
● Ir システムの設置・設定・操作方法は、チューナーなどの説明書をご覧ください。

Irシステムケーブル
（チューナーなどに付属）

リモコン受信部（IRマーク部分）

Ir システムケーブルの設置例

● 地上デジタルやBS、CS放送をご覧になるには、それぞれ対応したチューナー (別売 ) が必要です。また、有料の場合はそれぞれの放
送会社との受信契約が必要な場合があります。(詳しくは、それぞれの放送会社にご相談ください )

● 110度 CSデジタル放送をお楽しみいただく場合は、販売店にご相談ください。

お知らせ

●  本機とテレビの間に、他のビデオやセレクターを経由させて接続しないでくだ
さい。著作権保護の影響により、映像が乱れることがあります。

お願い
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チューナーやビデオなど、その他の外部機器と接続する（つづき）

B
S
ア
ナ
ロ
グ
チ
ュ
ー
ナ
ー
内
蔵
テ
レ
ビ
の
場
合

VHF/UHF
テレビの場合

BS( アナログ )デコーダーと接続する

初期設定「外部入力3の端子設定」を「BSデコーダー」に設定してください。(お買い上げ時は「BSデコーダー」です ) 26ページ  

お知らせ
● WOWOWをご覧になるには、株式会社WOWOWとの受信契約と、スクランブルを解除するためのBSデコーダー (別売 ) が必要です。

外部機器側の端子 本機側の端子

11テレビとテレビと
接続する接続する

22デコーダーデコーダー
とと接続する接続する

接続する機器の説明書もご覧
ください。
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C
ケーブルテレビ

ATVホームターミナル /セットトップボックスと接続する

● CATV放送をご覧になるには、CATV会社との受信契約が必要です。
● CATV会社と新たに受信契約をされたときは、CATV会社が接続してくれます。
● コピーガードやスクランブルのかかった有料番組を見たり録画したりするには、専用のホームターミナル (アダプター )( 別売 ) が必要です。
● CATV放送の受信は、サービスエリア内のみ可能です。詳しくは、CATV会社にご相談ください。 
● マニュアルチャンネル設定を正しく行ってください。20ページ  特に、各チャンネルのガイドチャンネルを設定しておかないと、
Gコード R予約ができません。

● ホームターミナル /セットトップボックスやCATV専用のチューナーなどを本機のリモコンで操作することはできません。
● ホームターミナル /セットトップボックスに Ir システムが付いている場合は“Ir システムと接続する” 11ページ をご覧ください。

お知らせ

映像・音声コード (別売 )を本機の外部入力3(L3)/BSデコーダー入力端子に接続した場合は、初期設定「外部入力
3の端子設定」を「ライン」に設定してください。 26ページ  

ホームターミナル /セットトップボックスにRF入力、RF出力端子があるときは、それらの端子に接続し、ホー
ムターミナル /セットトップボックスを経由してテレビのVHF/UHFアンテナ入力端子に接続してください。

より高画質で楽しむには 8ページ
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電源コードを接続する 最後に接続 !

外部コントロール
ブロードバンドレシーバー ( 別売 ) 操作編  裏表紙 を接続すると、外出先から
HDDまたはDVDへのみパソコンや携帯電話で予約録画できます。(インター
ネットへの常時接続環境が必要です )詳しくはサポートページをご覧ください。
http://panasonic.jp/support/bbr/
接続・操作方法はブロードバンドレシーバーの説明書をご覧ください。

G-LINK(Gガイドのユーザー調査用端子 )
お客様の任意で同意された方のみ、調査用機器を接続することがあります。
(Ｇガイドのユーザー調査については、当社では一切関知いたしません )

転居先で使えるか？ ● 本機は日本国内専用です。東日本、西日本に関係なく使えます。海外では使えません。
ビデオ入力 (映像・音声 )端子がな
いテレビと接続したいが？

● 本機とは接続できません。

ハイビジョンテレビに接続できる
か？

● できます。特にDVDの場合は、高画質で楽しむために、DVD対応のコンポーネントビデオ入力
端子に接続することをおすすめします。ハイビジョン方式 (MUSE) 専用のコンポーネントビデオ
入力端子には接続しないでください。 8ページ  

S映像入力端子、コンポーネントビ
デオ入力端子、D映像入力端子す
べてがあるテレビの場合、どれに接
続したらよいか？

● 映像端子よりS映像端子、S映像端子よりコンポーネント映像 /D映像端子が高画質になります。 
8ページ  ただし、D端子ケーブルで本機と接続した場合、電源を入れたときに、映像や音声の
出力が遅くなります。

プログレッシブ映像を楽しむには、
どんなテレビが必要か？

● D2、D3、D4のいずれかの入力端子のある当社製テレビであれば、対応しています。テレビの
説明書をご覧ください。他社製については、メーカーの問い合わせ窓口にご確認ください。

ドルビーデジタルやDTSのマルチ
チャンネル音声を楽しみたいが、ど
のような機器が必要か？

● 本機だけではマルチチャンネル音声は楽しめません。光デジタルケーブルで、ドルビーデジタル
やDTSのデコーダー搭載アンプへ接続してください。 10ページ

● 本機ではDVDオーディオ再生が2チャンネルのため、DVDオーディオ再生はマルチチャンネ
ル音声では楽しめません。

ヘッドホンやスピーカーを直接つなげるか？ ● 本機には直接接続できません。アンプなどをとおして接続してください。 10ページ

本体表示窓に“U50”が表示され
ているが？

● BS アンテナ線などのショートが考えられます。本機背面のBS-IF 入力端子に接続しているBS
アンテナ線がショートしていないことを確かめ、正しく接続し直したあと、「BS電源」を再設定
してください。 7ページ  22ページ

● 接栓付きBSアンテナ線を接続してください。
● BSアンテナ線以外のものは接続しないでください。

画面が白くなったり、ハウリング
(「ブー」などの音 )が起こる

● 接続したテレビの設定と本機の設定との組み合わせによっては、起こることがあります。ハウリ
ングが起きた場合、テレビ側で「ビデオ１」のモニター出力を停止させる設定 ( 例：モニター出
力停止設定 )をしてください。詳しくはテレビの説明書をご覧ください。

Q Q &&  A A　　設置・接続についてよくあるご質問設置・接続についてよくあるご質問
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正しく接続できているか確認する

テレビに本機の画面を出す

時刻表示を確認する

テレビに本機の画面が映るか確かめます。

数回押す

1 テレビの電源を入れ、テレビの
入力を ｢ビデオ1｣にする

2 本機の電源を入れる

● 上記の画面がテレビに表示されていれば、本機の画面がテ
レビに正しく映っていることになります。続けて、かんた
ん設置設定の操作へ進んでください。 16ページ

映らない場合は、もう一度接続が正しくできているか確か
めてください。

● 本機を接続したビデオ入力 [例：映像・音声コード (付属 )]
をテレビのビデオ1( 映像・音声 )端子に接続しているとき
は、｢ビデオ入力１｣に切り換わるまで、数回押してください。

電源コンセントに接続したあと、本体表示窓の
現在時刻が合っているか、確かめてください。
● 間違っていたら、合わせ直してください。 24ページ

● 本機は時刻を合わせて工場出荷されています。
● 自動バックアップ機能で時刻を記憶していますので、通常は時刻合わ
せする必要はありません。ただし、以下のときは時刻を合わせ直して
ください。 24ページ

・誤差が２分以上あるとき
・時刻表示が“0：00”で点滅しているとき

自動バックアップ機能について
● 工場出荷時より約５年間は時刻を記憶しています。
● 設定した受信チャンネルや、予約内容も記憶していま
す。

● 停電に対応しています。
● ２分以内の誤差を自動修正する自動時刻合わせ機能を
働かせると、より正確な時刻になります。 24ページ

かんたん設置設定画面
お買い上げ後、はじめて電源を入れたときは、かん
たん設置設定画面が表示されます。必要な接続など
がまだできていない場合は、いったん電源を切り、
準備終了後、再度電源を入れてください。

● [1]で「中止」を選んで [ 決定 ]を押すと、下記
の画面が表示されます。そのまま [ 決定 ]を押し
て「かんたん設置設定」を中止すると、次回電源
を入れたときに再び、「かんたん設置設定」画面が
出ますので、必ず「開始」を選んで、「かんたん設
置設定」を行ってください。
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かんたん設置設定をする
音声ガイドが働きます

左で入力取消し

音声ガイドについて
音声ガイドは音声で操作を案内する機能です。

‘音声ガイドをやめるには
初期設定「音声ガイドの出力」を「切」に
する 操作編  P.82

1 かんたん設置設定を開始する
「開始」が選ばれている状態で

2 お使いのテレビのタイプを選ぶ

3 お住まいの地域の市外局番を入力する 28ページ

リモコンのふたをひらき

本機をお使いになるための基本の設定をします。「かんたん設置設定」では、「接続するテレビの種類」の設定、「市外局番チャンネル設定」、
「クイックスタート」の設定を行うことができます。また、番組表 (Gガイド )の受信に必要な「Gガイド地域」も同時に設定されます。
● 番組表 (Gガイド ) は、お買い上げ後すぐには表示されません。「かんたん設置設定」を最後まで行ったあと、放送局から送信されるデータ
を受信してください。 18ページ  

「かんたん設置設定」を開始すると、途中で終了することはできません。必ず最後まで設定を行ってください。
設定中は電源プラグを抜いたり、[電源 ]を押して電源を切らないでください。

標準テレビ： 横縦比4：3の標準テレビに接続しているとき
ワイドテレビ： 横縦比16：9のワイドテレビに接続しているとき

4 チャンネルを受信する

5 チャンネル設定を終了する

自動設定が始まります。（約1分間）

自動的にお住まいの地域で受信できるチャンネルを探します。
設定が終了すると、設定終了の画面が表示されます。

内容をご確認のうえ、[決定 ]を押してください。

‘前の画面に戻るには
 を押す

入力を間違えたときは、[2] または [11/取消し ]を押して、
再度入力します。

かんたん設置設定画面が表示されないとき

1  停止中に、 を押す

● 操作一覧メニューが表示されます。

2  「その他の機能へ」を選び、 を押す

3  「初期設定」を選び、 を押す
● 初期設定画面が表示されます。

4  「チャンネル」が選ばれている状態で、

を押す

5  「かんたん設置設定」を選び、 を押す

6  「する」を選び、 を押す
● かんたん設置設定画面が表示され、音声ガイド
が働きます。
l左記手順 1  へ進んでください。
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または

6 クイックスタートの設定を選ぶ

8 かんたん設置設定を終了する

9 受信されたチャンネルを確認する
リモコンのふたをひらき

7 設定した内容を確認する

チャンネルがすべてきれいに受信できているか確認してください。

[1]～[12]は、市外局番チャンネル設定一覧 28ページ

 にあるチャンネルポジション1～ 12の放送局を直接
選ぶことができます。
● 実際に受信できなかったチャンネルはとばされます。
● 新たに受信できたチャンネルは、チャンネルポジショ
ン13～20に追加登録されます。

● 設定される各放送局の受信・表示・ガイドチャン
ネル一覧については、市外局番チャンネル設定一
覧  28ページ をご覧ください。

‘受信チャンネルがとばされていたり、映りの悪いチャンネ
ルがあるとき
初期設定「マニュアルチャンネル設定」で、必要な設定を行って
ください。 20ページ

‘ BSチャンネルが設定されていないとき
はじめてBSアンテナを設置した場合など、BSチャンネルが正
しく設定されないときがあります。
初期設定「BSアンテナ設定」で、アンテナレベルの確認などを
行ってください。 22ページ

お知らせ
● 「クイックスタート」を「入」にすると、内部の制御部が
通電状態になるため、「切」のときに比べて以下の内容が
異なります。
ー 待機時消費電力が増えます。(設置環境や、周囲の温度
により、本機の上部が熱くなることがありますが、故
障ではありません )

ー 本機の動作を安定させるため、予約録画終了時、また
は午前4時ごろ (1 週間に１回程度 ) に本機全体を再
起動することがあります。(再起動中は、本体表示窓に
“PLEASE”、 “WAIT”と交互に表示され、電源ボタン
以外のすべてのボタン操作が数分間できません。また、
内部から動作音がしますが、故障ではありません )

“番組表データの送信局(ホスト局)の自動
設定に失敗しました。”と表示されたとき

[決定 ]を押して手順 8  に進み、「かんたん設置設
定」を終了後、初期設定「番組表設定」で、「Gガ
イド地域」と「ホスト局」を正しく設定してくださ
い。 23ページ

内容をご了承のうえ、[決定 ]を押してください。

クイックスタートとは
電源「切」状態から、以下の操作がすばやく行えるよう
になる設定です。
● [ 電源 ] を押して約1秒で、HDD、DVD-RAMへの録画を
開始することができます。 操作編  P.20
そのほかの操作や、HDD、DVD-RAM以外のディスク
への録画開始は、電源を入れてから数十秒かかります。

● [ 番組表 ] を押して約1秒後に、番組表 (Gガイド )
を表示します。(映像またはS映像コード接続時 )
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● データ受信の時間帯は、初期設定「データ受信の時間帯設定」 操作編  P.82

で変更できます。お買い上げ時は「昼間のみ」に設定されています。
● ホスト局や送信時刻、回数は変更されることがあります。
最新の送信時刻については、（株）インタラクティブ・プログラム・ガイドの
ホームページをご覧ください。http://www.ipg.co.jp/

番組表（Gガイド）データ送信時刻 (2006年 3月現在 )

番組表（Gガイド）を受信する

“GUIDE”表示中に電源を入れた場合は、データを受信で
きません。本機を設置した時間帯によっては、番組表（G
ガイド）を表示できるまでに1日程度かかる場合があります。
(データ受信中は、冷却ファンが回る場合があります )

番組表（Gガイド）とは？
放送局 (ホスト局 )から１日数回送られるテレビ番組の情報を、新聞の番組欄のようにテレビ画面に表示するシステムです。
番組表（Gガイド）を利用すれば、一覧表から番組を選ぶだけで簡単に予約録画することができます。 操作編  P.24

本機ではアナログ放送の番組表（Gガイド）を最大８日先まで画面に表示できます。
お買い上げ後すぐ番組表（Gガイド）を表示させることはできません。まず「かんたん設置設定」  16ページ  を行ったあと、番組
表データの受信が必要です。 下記

1 データ送信時刻の10分以上前に本機の
電源を切る

2 本体表示窓の“GUIDE”が消えたあと、
番組表（Gガイド）が表示されるか確認する

時刻が正しく設定されている
か確認してください。(「時刻
合わせ」手順 1) 25ページ  

データ受信時の本体表示窓

“GUIDE”表示が消えると、
受信完了です。通常数十分
で終了します。

データ送信時刻になると
“GUIDE”表示が点灯します。

電源を「切」にしていますか？

ただし、電源コードは抜かないでください。電源スイッ
チのある延長コードをお使いの場合は、延長コードの電
源スイッチは切らないでください。

「Gガイド地域」、「ホスト局」が正しく設
定されていますか？

初期設定「番組表設定」の画面で、「Gガイド地域」（番
組表の地域設定）、「ホスト局」（データを送信する放送局）
がお住まいの地域に合っているか、「Gガイド地域・ホ
スト局一覧」 30ページ  でご確認ください。

‘「番組表設定」の画面表示方法は 20ページ

‘設定を変更するには 23ページ

どちらか一方でも「ーーー」の場合は、データを受信できません。

● 初期設定「マニュアルチャンネル設定」で、番組表（G
ガイド）に表示する放送局それぞれの「放送局名」を
正しく設定してください。 20ページ

● 「データ受信時刻」を「自動」に設定してください。 
23ページ

時刻は合っていますか？

本機の時刻（年・月・日・時・分）を正しく合わせてください。 

‘時刻を確認するには
「時刻合わせ」手順 1を行う 25ページ

‘時刻設定を変更するには
「時刻合わせ」手順 1～ 2を行う 25ページ

1日たっても番組表を受信できないときは？
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Q Q &&  A A　　番組表（Gガイド）についてよくあるご質問番組表（Gガイド）についてよくあるご質問

番組表（Gガイド）データが正し
く受信できない。

● ホスト局が受信できない（映らない）場合は、データを受信できません。近隣の地域のホスト
局が受信できるときは、「ホスト局」をその局に変更すると、データを受信できます。その場合、
「Gガイド地域」も変更後のホスト局に対応した地域に変更してください。
● ホスト局の電波が弱い場合や、強度のゴーストを含んでいる場合は、番組表（Gガイド）デー
タを取得できないことがあります。ブースターを使用することで改善できる場合もありますの
で、販売店にご相談ください。

番組表（Gガイド）データの更新
は？

● データ送信時刻に本機の電源が「切」状態であれば、自動的に新しいデータを受信し、内容が更
新されます。（“GUIDE”表示中に電源を入れたり、本機を使用中などでデータを受信しなかっ
た場合は、前回受信したデータが残ります） 

表示されない放送局がある。 ● 番組表（Gガイド）が表示される放送局は、地域ごとに決められています。初期設定「Gガイ
ド地域」で設定した地域に登録されていない放送局は、映像が受信できる場合でも、番組表（G
ガイド）には表示されません。「Gガイド地域・ホスト局一覧」 30ページ  でご確認ください。

● 登録されている放送局が表示されない場合は、初期設定「マニュアルチャンネル設定」でチャ
ンネルを設定してください。「放送局名」は、市外局番チャンネル設定一覧  28ページ   に従って、
正しく設定してください。  20ページ  

CATVで番組表（Gガイド）は使
えるの？

● ご契約されているCATVが番組表（Gガイド）のデータ送信に対応していれば、「かんたん設
置設定」  16ページ   を行い、手順に従って番組表（Gガイド）データを受信すると、地上アナ
ログ放送、BSアナログ放送の番組表（Gガイド）が表示できます。（CATV独自の放送には対
応していません）CATV会社にデータ送信の有無とホスト局をご確認ください。
CATV会社で確認したホスト局と自動設定されたホスト局が異なる場合は、 初期設定「番組表
設定」で合わせ直してください。 23ページ

● 対応している放送局が表示されない場合は、初期設定「マニュアルチャンネル設定」でチャン
ネルを設定してください。「CH」には「C13」などCATV会社が割り当てた受信チャンネル
を設定してください。また「放送局名」には「衛星第１」など、「受信チャンネル (CH)」に対
応した放送局名を設定してください。  20ページ  
ただしCATV会社の放送方式によっては、チャンネルを設定して、映像を受信することができ
ても、番組表を表示できない放送局があります。

BSアナログ、BSデジタル、CS
や地上デジタルの番組表（Gガイ
ド）は表示できるの？

● 本機では、地上アナログ放送、BSアナログ放送のみ番組表（Gガイド）に表示できます。BS
デジタル、CS、地上デジタル放送には対応していません。

● 「VHS」選択中は、番組表（Gガイド）からBSアナログ放送のチャンネルに切り換えること
はできません。また、BSアナログ放送の番組をVHSに録画予約することはできません。

野球放送やドラマなどの延長に対
応しているの？

● 本機には、スポーツ番組やドラマの放送時間の延長や変更に対応する機能があります。
(「番組追従機能」、「野球延長対応機能」) 操作編  P.28  

電源「切」状態中、本体表示窓に
“GUIDE”が表示されている間は
使えないの？

● 使えます。ただし、“GUIDE”表示中に電源を入れるとデータ受信は中止されます。(前回受信
したデータが残ります )

データ送信時刻に本機の電源が「入」
状態だと、番組表 (Gガイド ) を受
信できるの？

通常、番組表（Gガイド）デー
タの受信は、電源「切」状態で
行うことをおすすめします。

● データ送信時刻の5分前から、本機の受信チャンネルがホスト局に設定されていて、録画を行
っていない場合のみデータを受信することができます。ただし、データ受信中にチャンネルを
切り換えたり、電源を切った場合は、データを受信できません。

● データ受信後、一度も [ 電源 ]を押して本機の電源を切らないまま、停電や電源コードを抜くなど
で本機の電源が切れると、受信したデータはなくなります。（前回受信したデータが残ります）

● 番組表 (Gガイド ) データを２日以上受信 (更新 ) していない場合、本機のチャンネルがホスト
局とは別のチャンネルに選局されていたときは、データ送信時刻の７分前に、テレビ画面にチャ
ンネル切り換えを促すメッセージが表示されます。データを受信する場合は、メッセージに従っ
て、チャンネルを切り換えてください。

● 電源が「入」の場合、初期設定「データ受信の時間帯設定」 操作編  P.82  の設定にかかわら
ず、データ送信時刻 左ページ になるとデータ受信を行います。

番組表 (G ガイド ) データ受信中
に動作音がするのはなぜ？

● 番組表（Gガイド）データ受信中はHDDが起動します(冷却ファンが回る場合もあります)ので、
動作音がします。気になる場合は、初期設定「データ受信の時間帯設定」 操作編  P.82  で
データを受信する時間帯 左ページ を変更してください。お買い上げ時は、「昼間のみ」に設
定されています。

テレビ画面に“ホスト局が設定され
ていません。”が表示されている。

● チャンネルと番組表を設定してください。  20ページ   23ページ

テレビ画面に“番組データは未取
得です”が表示されている。

● チャンネルと番組表を設定してください。  20ページ   23ページ

テレビ画面に“この放送局の番組
データは取得できません。”が表示
されている。

● 設定した「Gガイド地域」に対応したホスト局を選んでください。 23ページ

● 放送局名が正しく設定されているか、初期設定「マニュアルチャンネル設定」で確認してください。
 20ページ
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チャンネル設定、番組表 (Gガイド )の設定ができなかったとき
自分でチャンネルを合わせる 

初期設定「チャンネル」メニューを表示する

‘前の画面に戻るには
 を押す

‘画面を消すには
 を数回押す

1 停止中に、 を押す

● 操作一覧メニューが表示されます。

2「その他の機能へ」を選び、を押す

3「初期設定」を選び、を押す
● 初期設定画面が表示されます。

4「チャンネル」が選ばれている状態で
を押す

5

チャンネルの追加、
表示チャンネルの
変更をしたいとき
● 続けてチャンネルを追加・変
更するには、手順 1、2を繰り
返します。

映りの悪いチャンネル
を微調整したいとき
● ノイズがあるときや、色が
付いていないときなどに操
作します。この微調整は、
HDD/DVD/SD/VHSの同じ
チャンネルの映り具合に共通に
影響します。(BS チャンネル
や拡張・外部入力チャンネルは
微調整できません )

不要なチャンネル
を削除する
● 同じ放送局が複数のチャンネ
ルポジションに設定されてい
るときは、映りの悪い方のチャ
ンネルを削除してください。

チャンネルを最初から設定し直したいとき
上記手順 5  で「市外局番チャンネル設定」を選び、市外局番の入力画面で「000000」
と入力 ([10/0] を６回押す )して [決定 ]を押す
● 本機のチューナーが工場出荷時の状態に戻ります。「受信チャンネルの設定を初期化し
ました。」と表示されたら完了です。ガイドチャンネルはすべてのチャンネルで設定さ
れていませんので、このままではGコード R予約はできません。

● 停止中に本体のチャンネル [C][D]を同時に5秒以上押しても、チャンネル設定は
工場出荷時の状態に戻ります。

項目を選び、 を押す

‘受信チャンネルを自動で設定したいときは
 「市外局番チャンネル設定」を選ぶ
● 操作方法は、「かんたん設置設定」 16ページ  手順 3  ～ 4  を参考にしてくだ
さい。

‘自分でチャンネルを合わせたいときは
 「マニュアルチャンネル設定」を選ぶ 右ページ  
● 「かんたん設置設定」で正しく設定されなかったときや、きれいに映るはず
のチャンネルがとばされているとき、選局の順番を入れ替えたいとき、ガ
イドチャンネルが設定されていないときなどに選んでください。 

‘ BSアンテナを設定したいときは
 「BSアンテナ設定」を選ぶ 22ページ  

‘番組表 (Gガイド )の設定を変えたいときは
 「番組表設定」を選ぶ 23ページ  
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マニュアルチャンネル設定

●微調整する場合l「入」
●微調整を解除する場合l「切」

●色が付いていない場合l[1]
●しま模様が出る場合l[2]
（“0”にすると、元の状態に戻ります）

1 で追加または変更したい「Po」(BS・CATVは「CH」、外部入力は「入力」)を選ぶ

● 追加の場合は、受信チャンネルが設定されていない (“ーー”になっている )「Po」を選びます。
● [4]を数回押して次ページへ移っていくごとに VHF/UHF BS CATV 外部入力 拡張チャンネルの順に変わり
ます。（拡張チャンネルは将来のシステムに対応するもので、現在は使えません）

2 で設定したい項目（「CH」「表示」「放送局名」「ガイド」）を選び、 で設定する

● BS またはCATVのときの「表示」は、[3][4]のどちらかを押して表示を出してください（例：“ーー”→“BS5”、
“ーー”→“C13”）。“ーー”になっていると受信できません。
● 「放送局名」は、市外局番チャンネル設定一覧 28ページ  を参照して、受信チャンネルに対応した放送局名を選びます。
● 「ガイド」は各放送局ごとに決まっています。市外局番チャンネル設定一覧 28ページ  の「ガイド」の項目にある数字
に合わせてください。合わせていないとGコード予約できません。
CATVによっては、BS放送をVHF/UHFチャンネルに置き換えて放送しているところがあります。
このときは、Gコード予約するためのガイドチャンネルを下表のとおりに合わせてください。

3 を数回押して、設定を終了する

1 で微調整したい「Po」を選び、 を約3秒以上押したままにする

3 を押す
● 上記「マニュアルチャンネル設定」の画面に戻り、微調整が終了します。

1

3 を数回押して、設定を終了する

Po ：チャンネルポジション（変更できません）
「1」～「12」はリモコンの数字ボタンの番号です。

CH ：受信チャンネル
新聞のテレビ欄などと同じチャンネルです。

表示 ：表示チャンネル
テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。「ーー」の場合チャン
ネル設定されていません。チャンネル [D][C]での選局時に飛び越し
(スキップ )ます。

BSシステム（BSのみ）：
BSデコーダーの状態を選びます。 22ページ

放送局名（VHF/UHF、BSのみ）：
番組表（Gガイド）で表示させるためには、正しい放送局名が必要です。

ガイド ：ガイドチャンネル
Gコード R予約に必要な番号です。
「ーー」の場合は、ガイドチャンネルを設定してください。

CATVでBSアナログ放送を受信するときのガイドチャンネル
放送局 ガイド 放送局 ガイド

BS1 71 BS9（ハイビジョン放送※） 75
BS3 72 BS11（NHK衛星第2） 76
BS5（WOWOW） 73 BS13 77
BS7（NHK衛星第１） 74 BS15 78
※本機ではハイビジョン放送は見られません。

‘放送局コード 31ページ を使って「放送局名」を設定するには
1 「放送局名」を選び、[決定 ]を押す
2 [1] ～ [10/0] を押して、放送局
コードを入力する

3 [ 決定 ] を押す

2 で「入」を選び、 を数回押して調整する

● 受信状態によっては、調整しきれないことがあります。

で削除したい「Po」(BS・CATVは「CH」、外部入力は「入力」)を選ぶ

2  ( ふた内部 )を押す

「CH」「表示」「放送局名」「ガイド」
が「ーー」表示に変わります



22

チャンネル設定、番組表 (Gガイド )の設定ができなかったとき（つづき）

BSアンテナを設定する BSアンテナ設定

6

7

8

チャンネル

BSアンテナを作動させるためには、接続に合わせた設定が必要です。BS（アナログ）放送を受信していない場合は、この設定は不要です。
● BS( アナログ ) チューナー内蔵テレビをお使いのときは、本機の電源が切れているときにもテレビでBS( アナログ ) 放送が受信できるか
どうか確かめてください。（テレビの説明書もご覧ください）

で設定したい項目を選び、 で設定する

その他の設定
ウェザーポジション

BSシステム

アンテナレベルを確認する
● “40”以上が目安です。
● レベルが“0”のときlBSアンテナの向きや、接続を確かめてください。
● レベルが低い (映りが悪い )ときlBSアンテナの向きを微調整してください。

‘別のチャンネルのアンテナレベルを確認するには
[3][4] で「BSチャンネル」を選び、[2][1] でチャンネルを変更する

独立音声について
BS放送の音声には、テレビ音声と独立音声の２つからなるAモードと、音楽番組などで使われる高
音質のテレビ音声のみのBモード（受信時、画面に“B”と表示）があります。独立音声放送は、A
モードを使った音声のみの放送です。

「BS電源」が選ばれている状態で、 を押して設定する

ウェザーポジション ：「オン」に設定すると、受信状態に応じて細かい
ノイズをおさえます。

BSシステム ：通常は「デコーダー（自動）」にしてください。
独立音声の放送（有料）を楽しむ場合は、「デコ
ーダー（入）」に設定し、デコーダー側で切り換
えてください。BSデコーダーを接続していな
いときは、「デコーダー（切）」にしてください。

切： 共聴受信（マンションなど）の場合
共聴受信設備で電源が供給されているため、
本機からの電源供給は不要です。

入： 分配器などで電波を分けている場合
常に、本機からの電源供給が必要です。

連動： BSアンテナを本機に直接接続している場合
本機でBS( アナログ ) チャンネルを選んだとき
や、テレビからアンテナ電源が供給されている
場合のみ、本機から電源を供給します。

を数回押して、設定を終了する
● 「BSアンテナ設定」を行ったあとは、もう一度「かんたん設置設定」 16ページ 、「市外局番チャンネル設定」 20ページ 、
「マニュアルチャンネル設定」 20ページ  のいずれかでチャンネルを設定し直してください。

20ページ  手順 5  で「BSアンテナ設定」を選んだあとに操作します。
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番組表 (Gガイド )の設定を変える 番組表設定

ホスト局を
変更したいとき

ホスト局

1 で「Gガイド地域」を選び、 を押す

2 でお住まいの地域 30ページ を選び、 を押す
Gガイド地域を
変更したいとき
Gガイド地域

データ受信時刻について
通常は「自動」のまま、変更する必要はありません。
番組表 (Gガイド )は１日に数回送信されますが、ホスト局がそのすべての送信時刻を一度
に変更した場合、データ受信時刻設定が必要です。
（株）インタラクティブ・プログラム・ガイドのホームページ（http://www.ipg.co.jp/）
で最新の送信時刻を確認し、設定してください。
● データ受信時刻設定を行うと、ホスト局のデータ送信時刻 18ページ  に加えて、設定した時刻
にもデータ受信の準備を行います。（実際にその時刻に放送局からデータが送信されなければデー
タ受信は行いません）

● ホスト局からのデータ送信時刻 18ページ  の一部のみが変更になった場合、または上記操作で
受信時刻を変更したあと、一度でもデータを受信すると、ホスト局の送信時刻に合った受信時刻
に再設定され、設定は「自動」に戻ります。

1 で「ホスト局」を選び、 を押す

2 でホスト局
 
30ページ

 
を選び、 を押す

番組表 (G ガイド )
データの受信時刻を
変更したいとき
データ受信時刻

1 で「データ受信時刻」を選び、 を押す

2 で「設定」
 
を選び、 を押す

3   で「時」を設定し、  で「分」を選ぶ

20ページ  手順 5  で「番組表設定」を選んだあとに操作します。

● 画面にはホスト局以外の放送局も表示されます。Gガイド地域・ホスト局一覧 30ページ  に
従って、正しく選んでください。

● 設定内容が「ーーー」の場合は、番組表（Gガイド）データを受信できません。

● 設定内容が「ーーー」の場合は、番組表（Gガイド）データを受信できません。

「かんたん設置設定」で、「Gガイド地域」や「ホスト局」が正しく設定されなかったときに操作します。

4  で「分」を設定し、 を押す
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リモコンを設定する /時刻を合わせ直す
初期設定「設置」メニューを表示する

本機のリモコンでテレビも操作する 

2 台以上の当社製
DVDレコーダー
などを使うとき
リモコンモード

● 複数の番号を持つメーカーは、正しく操作できる方の番号に合わせてください。
● 2006 年以降に発売された当社製テレビの場合、「松下 24」に設定すると、テレ
ビ操作部の [ 入力切換 ]で入力に加え、テレビの放送も切り換えることができます。
ただし、切り換えることができないときは、「24」以外に設定してください。

● 正しく操作できないときは、テレビに付属のリモコンで操作してください。
● [1]～ [12]を使ってテレビのチャンネルは操作できません。テレビのチャンネルを変更した
いときは、テレビ操作部のチャンネル [D][C]をお使いください。

お知らせ

設定すると、リモコンのテレビ操作部でテレビの操作ができます。

メーカー名 番号 メーカー名 番号
松下 01, 10, 22, 23、24 パイオニア 13
アイワ 18 ビクター 14
NEC 06, 15 日立 05, 20
三洋 07, 16 富士通ゼネラル 09
シャープ 02, 11, 21 フナイ 19
ソニー 03, 17 三菱 08, 12
東芝 04

1 停止中に、 を押す

● 操作一覧メニューが表示されます。

2「その他の機能へ」を選び、を押す

3「初期設定」を選び、を押す
● 初期設定画面が表示されます。

を押しながら、 ～  ( ふた内部 )を押してメーカー番号
を合わせる
● メーカー番号は、２けたで入力してください。
例）01の場合…[10/0]→ [1]　10の場合…[1]→ [10/0]

リモコンのテレビ操作部のボタンを使って、テレビの電源を入れ、チャンネルを切り換えた
り、音量を調節してみてください。

で「設置」を選び、 

を押す 右記  

時刻を合わせ直す
時刻合わせ

‘前の画面に戻るには
 を押す

‘画面を消すには
 を数回押す

4
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ここに表示されている数字
のボタンを押してください

自動時刻チャンネル
ＮＨＫ教育テレビに合わせておくことをおすす
めします。表示チャンネルで合わせてください。

2 で「リモコン2」または「リモコン3」を選び、 を押す

当社製機器のほとんどが共通したリモコン方式のため、再生などの操作をすると、本機以
外の別の機器にも影響してしまいます。このときは、リモコンモードを変えてください。
● 通常は工場出荷時のまま ｢リモコン1｣でお使いください。（当社製機器が本機しかな
いときなど）

1 で「リモコンモード」を選び、 を押す

3 または (ふた内部 )を押しながら、 を2秒以上押したままにする

4 を押す
● [ 決定 ]を押すとき、周囲の回転部をいっしょに押してしまうと設定できません。必ず [ 決定 ]
のみ押してください。

● チューナーなどの Ir システムを使用する場合は、本機で設定したリモコンモードに Ir システ
ムのリモコン種別を合わせてください。詳しくは、チューナーなどの説明書をご覧ください。

‘本体表示窓に“U30”と表示されたとき
● 本体とリモコンのリモコンモードが合っていないので、操作できません。

表示されたこの番号の数字ボタンを押しながら、[ 決定 ]を2秒以上押したままにしてください。

時刻が合っていないときは、合わせ直してください。

1 で「時刻合わせ」を選び、 を押す

2  で項目を選んで  で修正し、 を押す

● “時刻”は24時間表示です。
● “年”は西暦1988～ 2087年までです。

自動時刻合わせ機能について
● 毎日、昼の12時に本機が電源 ｢切 ｣状態であれば、NHK教育テレビの時報が放送されるかどうかを確認します。そのときに時
報が放送されると、それに合わせて誤差を自動修正しますが、誤差が2分以上あるときは、時計を合わせ直してください。

● ｢ 自動時刻チャンネル ｣を ｢自動 ｣にすると、本機が自動的にNHK教育テレビを探し出します。地域により、探し出すまでに数
週間かかることもありますので、あらかじめご自分でNHK教育テレビに合わせておくことをおすすめします。

● 自動時刻合わせ機能は、NHK教育テレビの時報を利用しています。正規の時報以外に番組の中で時報が放送されると、“時報”
と誤って検出し、正しい時刻に設定されません。時刻表示の誤差が2分以上あるときは、時刻合わせで正しい時刻に合わせ直し
てください。

● 次のようなときは働きません。
・ ｢ 自動時刻チャンネル ｣を ｢ーー ｣にしているとき。（自動時刻合わせ機能が働いていない状態）
・ 時報が放送される時刻に電源が入っているとき。
・ 時報のバックに音楽が流れているとき。
・ ｢ ポッポッポッポーン ｣の ｢ポーン ｣のみの時報のとき。

● 電源コードを抜いたあとや停電したあとなどは、自動時刻合わせ機能が働いていない状態になります。

本機側のモードを変える

リモコン側のモードを変える
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接続するテレビや接続のしかたに合わせて設定する
初期設定「設置」/「接続」メニューを表示する

‘前の画面に戻るには
 を押す

‘画面を消すには
 を数回押す

S映像端子に接続
するとき
ワイドモード

1 停止中に、 を押す

● 操作一覧メニューが表示されます。

2「その他の機能へ」を選び、を押す

3「初期設定」を選び、を押す
● 初期設定画面が表示されます。

4

お使いのテレビの
タイプを設定する

接続するTV

外部入力3(L3)/
BSデコーダー
入力端子に接続
するとき
外部入力3の端子設定

で「接続」を選び、 

を押す 右記  

S映像端子に接続するときは：

テレビのタイプを設定するとき、
外部入力3(L3)/BSデコーダー入力端子に接続するときは：

で「設置」を選び、 

を押す 右記  
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映像入力方式

テレビ画面の横縦比

S映像コードを接続したときは、テレビ側の端子の種類に合わせて設定してください。

プログレッシブ 操作編  P.88  対応テレビと接続したとき、または、接続するテレ
ビを「かんたん設置設定」で選んだテレビタイプ ( 標準 /ワイド ) から変えたときな
どに、選んでください。 

背面の外部入力3(L3)/BSデコーダー入力端子に接続した外部機器に合わせて設定
してください。

1 で「ワイドモード」を選び、 を押す

2 で接続した端子に合わせて項目を選び、 を押す

「ワイドモード」の設定 テレビ側のS端子
S1 「S1」のとき。

S1/S2 「S1」または「S2」のとき。

切
テレビ側で、自動的にワイドテレビの画面設定に
切り換わる機能を作動させたくないとき。
(または、テレビ側の端子が「S」のとき )

4：3 標準
16：9 ワイド

インターレース

プログレッシブ対応していないとき。
・ 従来のテレビに接続する場合や、お使いのテレ
ビがプログレッシブに対応しているかどうかわ
からないときに選んでください。

プログレッシブ
プログレッシブ対応しているとき。
・ 本機のD端子 (D1/D2) から出力されます。

「外部入力3の端子設定」の設定 接続した外部機器

ライン
BSデコーダー以外の外部機器と接続したとき。
・ [ 入力切換 ]で、“L3”の入力へ切り換えるこ
とができるようになります。

BSデコーダー BSデコーダーと接続したとき。

1「接続するTV」が選ばれている状態で、 を押す

で接続したテレビタイプを選び、 を押す

●テレビ画面の横縦比

●映像入力方式

2

1 で「外部入力3の端子設定」を選び、 を押す

2 で接続した外部機器に合わせて項目を選び、 を押す
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かんたん設置設定  16ページ  または市外局番チャンネル設定  20ページ  を行うと、この表のように自動的に放送局が登録されます。
市外局番に変更があったときでも、この表の市外局番で設定してください。
地上デジタル放送の導入にともない、一部の地域では、地上アナログ放送局のチャンネルが変更になることがあります。
この場合、かんたん設置設定または市外局番チャンネル設定を行ったあと、マニュアルチャンネル設定で修正が必要になります。

市外局番チャンネル設定一覧（VHF/UHF）
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● 市外局番が表にない場合は、ふだんご覧になる放送局が最も多く含まれる「市外局番」を入力してください。
● 新たに開局した放送局やCATV放送のガイドチャンネルについては、販売店やCATV会社にご確認ください。
● 一覧表の1～<の放送局は、リモコンの [1]～ [12]を押すだけで選ぶことができます。
● 白抜き文字  の放送局はホスト局 [番組表（Gガイド）データの送信局 ]です。これらの放送局がいずれも受信できない地域では、番組表（Gガイド）は使用できません。
● マニュアルチャンネル設定を行う方は、各放送局のガイドチャンネルを「ガイド」の項目のとおり合わせてください。（例：NHK総合東京→80、NHK教育東京→90）
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Gガイド地域・ホスト局一覧
表の見かた

● ホスト局がいずれも受信できない地域では、番組表（Gガイド ) は使用
できません。

● ホスト局を変更したり、別の放送局がホスト局となっている地域にGガ
イド地域を変更すると、それまでの番組表（Gガイド）データは消え、
次のデータを受信するまで表示されません。

Gガイド
地域

札幌、小樽、旭川、
名寄、稚内、室蘭、
苫小牧、函館、
釧路

帯広、網走、
北見

青森、八戸、
むつ

盛岡、釜石、
二戸

仙台、石巻、
気仙沼

秋田、大館、
大曲

山形、鶴岡、
米沢

福島、いわき、
会津若松 水戸、日立

対応
放送局

HBCテレビ UHBテレビ 青森放送 NHK総合盛岡 東北放送 NHK教育秋田 NHK教育山形 NHK教育福島 NHK総合東京 
NHK総合札幌 NHK総合札幌 NHK総合青森 IBCテレビ NHK総合仙台 秋田朝日放送 テレビユー山形 テレビユー福島 NHK教育東京
STVテレビ HBCテレビ 青森朝日放送 NHK教育盛岡 NHK教育仙台 NHK総合秋田 NHK総合山形 福島中央テレビ 日本テレビ
UHBテレビ HTBテレビ NHK教育青森 テレビ岩手 東日本放送 秋田放送 山形放送 NHK総合福島 TBSテレビ
HTBテレビ STVテレビ 青森テレビ IAT テレビ ミヤギテレビ 秋田テレビ さくらんぼ 福島放送 フジテレビ
TV北海道 NHK教育札幌 めんこいテレビ 仙台放送 山形テレビ 福島テレビ テレビ朝日
NHK教育札幌 テレビ東京

MXテレビ
千葉テレビ

Gガイド
地域 宇都宮、矢板 前橋、桐生 さいたま 熊谷、秩父 千葉 銚子 東京23区、

八王子、多摩

横浜1、横浜2、
平塚、秦野、
小田原

甲府

対応
放送局

NHK総合東京 NHK総合東京 NHK総合東京 NHK総合東京 NHK総合東京 NHK総合東京 NHK総合東京 NHK総合東京 NHK総合甲府
NHK教育東京 NHK教育東京 MXテレビ NHK教育東京 MXテレビ NHK教育東京 MXテレビ NHK教育東京 NHK教育甲府
日本テレビ 日本テレビ NHK教育東京 日本テレビ NHK教育東京 日本テレビ NHK教育東京 日本テレビ 山梨放送
TBSテレビ TBSテレビ 日本テレビ TBSテレビ 日本テレビ TBSテレビ 日本テレビ TBSテレビ テレビ山梨
フジテレビ フジテレビ TBSテレビ フジテレビ TBSテレビ フジテレビ TBSテレビ フジテレビ
テレビ朝日 テレビ朝日 フジテレビ テレビ朝日 フジテレビ テレビ朝日 テレビ埼玉 テレビ朝日
テレビ東京 群馬テレビ テレビ朝日 テレビ埼玉 テレビ朝日 千葉テレビ フジテレビ tvk
とちぎテレビ テレビ東京 テレビ埼玉 テレビ東京 千葉テレビ テレビ東京 tvk テレビ東京
MX テレビ MX テレビ テレビ東京 テレビ東京 tvk テレビ朝日 MX テレビ

テレビ埼玉 tvk 千葉テレビ
テレビ東京

Gガイド
地域

長野1、長野2、
松本、飯田、
岡谷・諏訪

新潟、上越 富山、高岡 金沢、七尾 福井、敦賀
岐阜、高山、
中津川、名古屋、
豊橋、豊田

静岡、浜松、富士、
三島・沼津、
島田、藤枝

津、伊勢、名張 大津、彦根

対応
放送局

NHK総合長野 新潟テレビ21 北日本放送 石川テレビ NHK教育福井 東海テレビ NHK教育静岡 東海テレビ NHK総合大阪
長野朝日放送 テレビ新潟 NHK総合富山 NHK総合金沢 NHK総合福井 NHK総合名古屋 静岡第一テレビ NHK総合名古屋 毎日放送
テレビ信州 新潟放送 富山テレビ MROテレビ 福井放送 CBCテレビ 静岡朝日テレビ CBCテレビ ABCテレビ
長野放送 NHK総合新潟 NHK教育富山 NHK教育金沢 福井テレビ 中京テレビ テレビ静岡 中京テレビ 京都テレビ
NHK教育長野 新潟総合テレビ チューリップ テレビ金沢 NHK教育名古屋 NHK総合静岡 NHK教育名古屋 関西テレビ
信越放送 NHK教育新潟 北陸朝日放送 岐阜テレビ SBSテレビ 三重テレビ 読売テレビ

メ～テレ メ～テレ びわ湖放送
テレビ愛知 テレビ愛知 NHK教育大阪
三重テレビ

Gガイド
地域

京都、舞鶴、
福知山、大阪

神戸、神戸灘、
川西、三木、
姫路、明石

奈良、五條 和歌山、
海南・田辺 鳥取 松江、浜田 岡山、津山、

笠岡
広島、福山、
尾道、呉

山口、下関、
宇部、岩国

対応
放送局

NHK総合大阪 NHK総合大阪 NHK総合大阪 NHK総合大阪 日本海テレビ 日本海テレビ テレビせとうち テレビ新広島 NHK教育山口
京都テレビ サンテレビ 奈良テレビ テレビ和歌山 NHK総合鳥取 NHK総合松江 NHK教育岡山 NHK総合広島 山口朝日放送
毎日放送 毎日放送 毎日放送 毎日放送 NHK教育鳥取 NHK教育松江 NHK総合岡山 中国放送 テレビ山口
テレビ大阪 ABCテレビ テレビ大阪 ABCテレビ 山陰中央テレビ 山陰中央テレビ 瀬戸内海放送 NHK教育広島 NHK総合山口
ABCテレビ 関西テレビ ABCテレビ 関西テレビ 山陰放送 山陰放送 OHKテレビ 広島ホーム 山口放送
関西テレビ 読売テレビ 関西テレビ 読売テレビ 西日本放送 広島テレビ
読売テレビ テレビ大阪 サンテレビ NHK教育大阪 山陽放送
NHK教育大阪 NHK教育大阪 読売テレビ
サンテレビ NHK教育大阪

京都テレビ

（2006年 3月現在 )
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Gガイド
地域 徳島 高松、丸亀 松山、新居浜、

今治、宇和島 高知
福岡、久留米、
大牟田、北九州、
行橋

佐賀（1）
（ホスト局が「RKB
毎日放送」の場合）

佐賀（2）
（ホスト局が「RKK
テレビ」の場合）

長崎、佐世保、
諫早 熊本

対応
放送局

四国放送 テレビせとうち NHK教育松山 NHK総合高知 KBCテレビ NHK教育佐賀 NHK教育佐賀 NHK教育長崎 NHK教育熊本
NHK総合徳島 NHK教育高松 あいテレビ NHK教育高知 NHK総合福岡 KBCテレビ KBCテレビ NHK総合長崎 熊本朝日放送
毎日放送 NHK総合高松 NHK総合松山 高知放送 RKB毎日放送 RKB毎日放送 TVQ九州放送 長崎放送 KKTテレビ
ABCテレビ 瀬戸内海放送 テレビ愛媛 テレビ高知 NHK教育福岡 TVQ九州放送 サガテレビ 長崎国際テレビ テレビ熊本
関西テレビ OHKテレビ 愛媛朝日テレビ 高知さんさん テレビ西日本 サガテレビ NHK総合佐賀 長崎文化放送 NHK総合熊本
NHK教育徳島 西日本放送 南海放送 TVQ九州放送 NHK総合佐賀 FBSテレビ テレビ長崎 RKKテレビ

山陽放送 FBSテレビ FBSテレビ RKKテレビ

Gガイド
地域 大分、中津 宮崎、延岡 鹿児島、阿久根、

鹿屋 沖縄

対応
放送局

NHK総合大分 テレビ宮崎 南日本放送 NHK総合沖縄
大分放送 NHK総合宮崎 NHK総合鹿児島 琉球朝日放送
テレビ大分 宮崎放送 NHK教育鹿児島 沖縄テレビ
大分朝日放送 NHK教育宮崎 鹿児島放送 琉球放送
NHK教育大分 鹿児島テレビ NHK教育沖縄

鹿児島読売

放送局コード一覧
地区 放送局名 放送局コード

北海道

NHK総合札幌 0336
NHK教育札幌 0346 
HBCテレビ 0257 
STVテレビ 0261 
UHBテレビ 0283 
HTBテレビ 0291 
TV北海道 0273 

青森

NHK総合青森 0592 
NHK教育青森 0602 
青森放送 0513 
青森テレビ 0294 
青森朝日放送 0290 

秋田

NHK総合秋田 1360 
NHK教育秋田 1370 
秋田放送 0267 
秋田テレビ 0293 
秋田朝日放送 0287 

岩手

NHK総合盛岡 0848 
NHK教育盛岡 0858 
IAT テレビ 0276 
テレビ岩手 0547 
IBCテレビ 0262 
めんこいテレビ 0289 

山形

NHK総合山形 1616 
NHK教育山形 1626 
山形放送 0266 
さくらんぼ 0286 
テレビユー山形 0292 
山形テレビ 0550 

宮城

NHK総合仙台 1104 
NHK教育仙台 1114 
東北放送 0769
仙台放送 0268 
ミヤギテレビ 0546 
東日本放送 0288 

福島

NHK総合福島 1872 
NHK教育福島 1882 
福島放送 0803 
福島中央テレビ 0545 
テレビユー福島 0543

地区 放送局名 放送局コード
福島 福島テレビ 0523

関東

NHK総合東京 2128
NHK教育東京 2138 
日本テレビ 0260 
TBSテレビ 0518 
フジテレビ 0264 
テレビ朝日 0522 
テレビ東京 0524 
MXテレビ 0270 
テレビ埼玉 0806 
千葉テレビ 0302 
tvk 0298 
群馬テレビ 0304 
とちぎテレビ 0535 

新潟

NHK総合新潟 2384 
NHK教育新潟 2394 
新潟放送 0517 
新潟総合テレビ 1059 
テレビ新潟 0285 
新潟テレビ21 0277 

長野

NHK総合長野 2640 
NHK教育長野 2650 
長野放送 1062 
長野朝日放送 0532 
テレビ信州 0542 
信越放送 0779 

山梨

NHK総合甲府 2896 
NHK教育甲府 2906 
山梨放送 0773 
テレビ山梨 0549 

静岡

NHK総合静岡 3920 
NHK教育静岡 3930 
SBSテレビ 1291 
テレビ静岡 1315 
静岡朝日テレビ 1057 
静岡第一テレビ 0799 

中部

NHK総合名古屋 4176 
NHK教育名古屋 4186 
東海テレビ 1281 
CBCテレビ 1029 

地区 放送局名 放送局コード

中部

メ～テレ 1547 
中京テレビ 1571 
テレビ愛知 0537 
岐阜テレビ 1061 
三重テレビ 1313 

富山

NHK総合富山 3152 
NHK教育富山 3162 
チューリップ 0544 
北日本放送 1025 
富山テレビ 0802 

石川

NHK総合金沢 3408 
NHK教育金沢 3418 
石川テレビ 0805 
テレビ金沢 0801 
北陸朝日放送 0281 
MROテレビ 0774 

福井

NHK総合福井 3664 
NHK教育福井 3674 
福井放送 1035 
福井テレビ 0295 

関西

NHK総合大阪 4432 
NHK教育大阪 4442 
毎日放送 0516 
ABCテレビ 1030 
関西テレビ 0520 
読売テレビ 0778 
テレビ大阪 0275 
京都テレビ 1058 
サンテレビ 0548 
奈良テレビ 0311 
テレビ和歌山 1054 
びわ湖放送 0798 

岡山

NHK総合岡山 5200 
NHK教育岡山 5210 
山陽放送 1803 
OHKテレビ 1827 
テレビせとうち 0279 

広島
NHK総合広島 5456 
NHK教育広島 5466 
中国放送 0772 

地区 放送局名 放送局コード

広島
広島テレビ 0780 
テレビ新広島 1055 
広島ホーム 2083 

鳥取

NHK総合鳥取 4688 
NHK教育鳥取 4698 
日本海テレビ 1537 
山陰放送 1034 

島根
NHK総合松江 4944 
NHK教育松江 4954 
山陰中央テレビ 1314 

山口

NHK総合山口 5712 
NHK教育山口 5722 
山口放送 2059 
テレビ山口 1318 
山口朝日放送 0284 

香川

NHK総合高松 6224 
NHK教育高松 6234 
西日本放送 0265 
瀬戸内海放送 1569 

徳島
NHK総合徳島 5968 
NHK教育徳島 5978 
四国放送 1793 

愛媛

NHK総合松山 6480 
NHK教育松山 6490 
南海放送 1290 
テレビ愛媛 1317 
あいテレビ 0541 
愛媛朝日テレビ 0793 

高知

NHK総合高知 6736 
NHK教育高知 6746 
高知さんさん 0296 
テレビ高知 1574 
高知放送 0776 

福岡

NHK総合福岡 6992 
NHK教育福岡 7002 
KBCテレビ 2049 
RKB毎日放送 1028 
テレビ西日本 0521 
FBSテレビ 1573 
TVQ九州放送 0531 

地区 放送局名 放送局コード

佐賀
NHK総合佐賀 7760 
NHK教育佐賀 7770 
サガテレビ 0804 

鹿児島

NHK総合鹿児島 8528 
NHK教育鹿児島 8538 
南日本放送 2305 
鹿児島テレビ 1830 
鹿児島放送 0800 
鹿児島読売 1310 

宮崎

NHK総合宮崎 8272 
NHK教育宮崎 8282 
宮崎放送 1546 
テレビ宮崎 2339 

大分

NHK総合大分 8016 
NHK教育大分 8026 
テレビ大分 1060 
大分朝日放送 0280 
大分放送 1541 

熊本

NHK総合熊本 7504 
NHK教育熊本 7514 
RKKテレビ 2315 
熊本朝日放送 0528 
KKTテレビ 0278 
テレビ熊本 1570 

長崎

NHK総合長崎 7248 
NHK教育長崎 7258 
長崎国際テレビ 1049 
長崎文化放送 0539 
テレビ長崎 1829 
長崎放送 1285 

沖縄

NHK総合沖縄 8784 
NHK教育沖縄 8794 
琉球放送 1802 
琉球朝日放送 0540 
沖縄テレビ 1032 

全国

衛星第１ 0074 
衛星第２ 0076 
WOWOW 0073 
放送大学 0272 
ハイビジョン 0075 
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付属品
● 付属品は、2006年 3月現在のものです。変更されることがあります。
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(以下に品番を記載しているもののみ )

付属品をご確認ください。

リモコン★
EUR7658Y10

リモコン用乾電池 (2本 )☆
単３形乾電池 (R6P)

映像・音声コード★
K2KA6BA00003

75Ω同軸ケーブル★
K2KZ2BA00001

電源コード★
K2CA2DA00009

電源コードは、本機専用ですので、
他の機器には使用しないでください。
また、他の機器の電源コードを本機
に使用しないでください。

付属品は販売店でお買い求めいただけます
★印は松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます
(☆印は「パナセンス」では取り扱っていません )

     http://www.sense.panasonic.co.jp/
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