
このたびは東芝テレビをお買い上げいただきまして、 まことにありがとうございます。
お求めのテレビを安全に正しく使っていただくため、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みください。 
お読みになったあとは、いつも手元に置いてご使用ください。

：： 必ず最初に「安全上のご注意」　　　をご覧ください。
：： 映像や音声が出なくなった、操作ができなくなったなどの場合は、「困ったときは」をご覧ください。
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地上・BS・110度CS
デジタルハイビジョン液晶テレビ

32G9／40G9／50G9形名

>>>ご登録はこちらから！<<<
http://toshibadirect.jp/room1048/

お客様登録サービス「Room1048」に登録をお願いします！

Room1048は東芝デジタル商品のお客様登録サービス※です。
ご登録いただくと、さまざまなサービスやサポートが受けられます。
※お客様登録は、Web限定のサービスです。

ルームトウシバ

※キャンペーン情報も
　こちらをご覧ください。

取扱説明書
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 本機の特長　～こんなことができます～

インターネット

見る  

ムーブ（移動）する ページ 
USBハードディスクに録画した番組のダビンムーブ（移動）ます。

録画する  録画する 

見る  
市販のUSBハードディスクに録画した番組の再生ができます。

ムーブ（移動）する
市販のUSBハードディスクに録画した番組のムーブ（移動）ができます。

市販のUSBハードディスクにデジタル放送の録画・予約ができます。

クラウドサービスを楽しむクラウドサービスを楽しむ
ネットワークを使って番組情報を友
人と交換したり、お好みの動画や
ショッピングを楽しんだりすることが
できます。

➡➡ 50 50 ～ 62  62  ページ 

➡➡ 63 63 ～ 68  68  ページ 

➡➡ 71 71 ページ 

➡➡ 88 88 ～ 95  95  ページ 
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クリア音声

サブメニュー

接続機器の映像・音声を楽しむ（レグザリンク） 接続機器の映像・音声を楽しむ（レグザリンク） 
HDMI連動機器を本機のリモコンで操作したり、
接続機器の録画番組を楽しんだりすることがで
きます。

●「節電１」、「節電２」の二つの節電モードが用意されています。

節電機能

●リモコンの　　　を押してアートクロックを表示できます。
アートアラーム機能では、設定した日時にアートクロックでお知
らせをしたり、オフタイマーの設定をしたりできます。

アートクロック、アートアラーム機能アートクロック、アートアラーム機能 例：アートクロック

●周囲の明るさと見ている映像に合わせて、常に見やすい画質で表示される「おまかせ」のほかに、周囲の環
境や映像に合わせて選択できる「あざやか」、「標準」、「ライブプロ」、「映画プロ」、「ゲーム」、「PC」などの
多彩な映像メニューが用意されています。
●お好みに合わせて調整することもできます。 

多彩な映像メニュー多彩な映像メニュー

クリア音声音声

サブメニュー

48 

96  ～ 99 

96 

46 
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ご使用の前に

  付属品を確認する
● 本機には以下の付属品があります。お確かめください。
● アンテナや外部機器などに接続するためのケーブルやコード、器具・機器などは付属されておりません。機器の配置や端子の
形状、使用環境などに合わせて適切な市販品を別途お買い求めください。

付属品/名称 付属数
スタンド（32G9）
● テレビ本体に取り付けます。 19 

1式
（ネジ6本＊）

スタンド（40G9、50G9）
● テレビ本体に取り付けます。 20 

1式
（ネジ10本＊）

リモコン（CT-90458）
単四形乾電池（R03）

リモコン
1個
乾電池
2個

付属品/名称 付属数
電源コード（40G9、50G9）

1本

ネジ、クリップ
● テレビの転倒・落下防止に使います。 22 

各1個

miniB-CAS（ミニビーキャス）カード
● miniB-CASカードはテレビ本体の背面に貼
付された袋の中にがあります。テレビ本体
に挿入します。 21 

1枚

取扱説明書（本書）
かんたんガイド
ファーストステップガイド
「お客様登録サービス」のチラシ

各1部

＊ 付属のネジは機種によって異なります。

32G9

ネジ（小）：ワッシャー付M4 小ねじ 長さ
12mm （4本）
ネジ（大）：ワッシャー付M5 小ねじ 長さ
14mm （2本）

40G9

ネジ (小 )：M3 小ねじ 長さ6mm (2 本 )
ネジ ( 大 )：M4 小ねじ 長さ8mm (4 本 )
ワッシャー付ネジ：ワッシャー付M4 ねじ 長さ
12mm (4 本 )

50G9

ネジ (小 )：M3 小ねじ 長さ6mm (2 本 )
ネジ ( 大 )：M4 小ねじ 長さ8mm (4 本 )
ワッシャー付ネジ：ワッシャー付M5 ねじ 長さ
10mm (4 本 )

※ 付属品紛失の際は弊社部品をお求めください。
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商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使い
いただくために、重要な内容を記載しています。
次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

【表示の説明】
表　示 表示の意味

警告 “取扱いを誤った場合、人が死亡、または重
＊１
傷を負うことが想定されること”を示

します。

注意 “取扱いを誤った場合、人が軽
＊２
傷を負うことが想定されるか、または物

＊３
的損害の発

生が想定されること”を示します。

＊１： 重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残
るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものをさします。

＊２： 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
＊３： 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

【図記号の例】
図記号 図記号の意味

禁　止

“  ”は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

指　示

“  ”は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。
具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

注　意

“  ”は、注意を示します。
具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告

～最初に必ずお読みください～

 安全上のご注意

異常や故障のとき

■ 煙が出ている、変なにおいがするときは、すぐ
に電源プラグをコンセントから抜く

プラグを抜け

そのまま使用すると、火災・感電の原
因となります。
煙が出なくなるのを確認し、お買い上
げの販売店にご連絡ください。

■ 画面が映らない、音が出ないときは、すぐに電
源プラグをコンセントから抜く

プラグを抜け

そのまま使用すると、火災の原因とな
ります。
お買い上げの販売店に、点検をご依頼
ください。

■ 内部に水や異物がはいったら、すぐに電源プラ
グをコンセントから抜く

プラグを抜け

そのまま使用すると、火災・感電の原
因となります。
お買い上げの販売店に、点検をご依頼
ください。

■ 落としたり、キャビネットを破損したりしたと
きは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く

プラグを抜け

そのまま使用すると、火災・感電の原
因となります。
キャビネットが破損したままで取り扱
うと、けがのおそれがあります。
お買い上げの販売店に、点検・修理を
ご依頼ください。
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ご使用の前に　～最初に必ずお読みください～

安全上のご注意　つづき

異常や故障のとき　つづき

■ 電源コードや電源プラグが傷んだり、発熱した
りしたときは、本体の電源ボタンを押して電源
を切り、電源プラグが冷えたことを確認し、コ
ンセントから抜く

プラグを抜け

そのまま使用すると、火災・感電の原
因となります。
コードが傷んだら、お買い上げの販売
店に交換をご依頼ください。

設置するとき
 ■ 本機はコンセントから電源プラグが抜きやす
いように設置する

指　示

万一の異常や故障のとき、または長期
間使用しないときなどに役立ちます。

■ 屋外や浴室など、水のかかるおそれのある場所
には置かない

風呂、シャワー
室での使用禁止

火災・感電の原因となります。

■ ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所
に置かない

禁　止

テレビが落ちて、けがの原因となりま
す。
水平で安定したところに据え付けてく
ださい。
テレビ台を使用するときは、その取扱
説明書もよくお読みください。

■ 振動のある場所に置かない

振動禁止

振動でテレビが移動・転倒し、けがの
原因となります。

■ 電源コードのコネクターは、本体のAC IN端子
に確実に差し込む（40G9、50G9）

指　示

差し込みかたが悪いと、発熱によって
火災の原因となります。本機を移動し
たりしたときは、差込部分のゆるみが
ないかご確認ください。

■ 電源プラグは交流100Vコンセントに根元ま
で確実に差し込む

● 交流100V以外を使用すると、火災・
感電の原因となります。

● 差し込みかたが悪いと、発熱によっ
て火災の原因となります。

● 傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセ
ントは使わないでください。

■ 電源コードは、本機の付属品を使用する（40G9、
50G9）

指　示

付属品以外の電源コードを使用する
と、火災・感電の原因となることがあ
ります。

■ 本機に付属されている電源コードを他の機器
に使用しない（40G9、50G9）

禁　止

他の機器に使用すると、火災・感電の
原因となることがあります。

■ 上に物を置いたり、ペットをのせたりしない
● 金属類や、花びん・コップ・化粧品な

どの液体、ペットの尿・体毛などが
内部にはいった場合、火災・感電の
原因となります。

● 重いものなどが置かれて落下した場
合、けがの原因となります。

■ 壁に取り付けて使用する場合、壁掛工事は、お
買い上げの販売店に依頼する

指　示

工事が不完全だと、けがの原因となり
ます。

■ 転倒・落下防止の処置をする

指　示

転倒・落下防止の処置をしないと、テ
レビの転倒・落下によってけがなどの
危害が大きくなります。
転倒防止のしかたは 22 をご覧ください。

■ miniB-CASカードを乳幼児の手の届く所に置
かない

● 誤って飲み込むと窒息またはけがの
おそれがあります。万一、飲み込ん
だと思われる場合は、すぐに医師に
ご相談ください。

● miniB-CASカードは、台紙（説明書）
から取り出し、すみやかに本機の
miniB-CASカード挿入口に挿入して
ください。 21 

警告

上載せ禁止

放置禁止

指　示



ご
使
用
の
前
に

11

禁　止

警告
使用するとき
■ 修理・改造・分解はしない

分解禁止

内部には電圧の高い部分があり、感電・
火災の原因となります。
内部の点検・調整および修理は、お買
い上げの販売店にご依頼ください。

■ 電源コード・電源プラグは、
● 傷つけたり、延長するなど加工し
たり、加熱したり（熱器具に近づ
けるなど）しない

● 引っ張ったり、重いものを載せた
り、はさんだりしない

● 無理に曲げたり、ねじったり、束
ねたりしない

火災・感電の原因となります。

■ 異物を入れない

異物挿入禁止

通風孔などから金属類や紙などの燃え
やすいものが内部にはいった場合、火
災・感電の原因となります。
特にお子様にはご注意ください。

■ 雷が鳴りだしたら、テレビ・電源コード・アン
テナ線および本機に接続した機器やケーブル・
コードに触れない

禁　止

感電の原因となります。

■ 包装に使用しているビニール袋でお子様が遊
んだりしないように注意する

指　示

かぶったり、飲み込んだりすると、窒
息のおそれがあります。
万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師
に相談してください。

お手入れについて

■ ときどき電源プラグを抜いて点検し、刃や刃の
取付け面にゴミやほこりが付着している場合
は、きれいに掃除する

指　示

電源プラグの絶縁低下によって、火災
の原因となります。
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ご使用の前に　～最初に必ずお読みください～

安全上のご注意　つづき

注意
設置するとき
■ 温度の高い場所に置かない

禁　止

直射日光の当たる場所やストーブのそ
ばなど、温度の高い場所に置くと火災
の原因となることがあります。
また、キャビネットの変形や破損など
によって、感電の原因となることがあ
ります。

■ 通風孔をふさがない

禁　止

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、
火災の原因となることがあります。

● 壁に押しつけないでください。（10cm以上の間
隔をあける）

● 押し入れや本箱など風通しの悪い所に押し込ま
ないでください。

● テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしな
いでください。

● じゅうたんや布団の上に置かないでください。
● あお向け・横倒し・逆さまにしないでください。

■ 湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かない

禁　止

加湿器・調理台のそばや、ほこりの多
い場所などに置くと、火災・感電の原
因となることがあります。

■ 移動したり持ち運んだりする場合は、
● 包装箱から出すとき、持ち運ぶと
きは、2人以上で取り扱う

 ひとりで取り扱うと、からだを痛め
たり、テレビを落としてけがをした
りする原因となることがあります。

● 離れた場所に移動するときは電源プラグ・ア
ンテナ線・機器との接続線および転倒防止を
はずす

 はずさないまま移動すると、電源コードが傷つ
き火災・感電の原因となったり、テレビが転倒し
てけがの原因となったりすることがあります。

● 車（キャスター）付きのテレビ台に設置して
いる場合、移動させるときは、キャスターの
固定を解除し、テレビを支えながら、テレビ
台を押す

 テレビを押したり、テレビを支えていなかった
りすると、テレビが落下してけがの原因となる
ことがあります。

● 衝撃を与えないように、ていねいに取り扱う
 テレビが破損してけがの原因となることがあり

ます。

■ 車（キャスター）付きのテレビ台に設置する場
合は、キャスターが動かないように固定する

指　示

固定しないとテレビ台が動き、けがの
原因となることがあります。
畳やじゅうたんなど柔らかいものの上
に置くときは、キャスターをはずして
ください。キャスターをはずさないと、

揺れたり、傾いたりして倒れることがあります。

指　示
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使用するとき

■ テレビ台を使用するときは、
● 不安定な台を使わない
● 片寄った載せかたをしない
● テレビ台のトビラを開けたまま
にしない

● 耐荷重が本機の質量より軽いテ
レビ台を使わない

倒れたり、破損したり、指をはさんだり、引っ掛け
たりして、けがの原因となることがあります。特に
お子様にはご注意ください。

■ コンセントや配線器具の定格を超える使いか
たはしない

禁　止

タコ足配線をしないでください。
火災・感電の原因となることがありま
す。

■ 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ
張って抜かない

引っ張り禁止

電源コードを引っ張って抜くと、電源
コードや電源プラグが傷つき火災・感
電の原因となることがあります。
電源プラグを持って抜いてください。

■ ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

ぬれ手禁止

感電の原因となることがあります。

■ テレビやテレビ台にぶら下ったり、上に乗った
りしない

禁　止

落ちたり、倒れたり、壊れたりしてけ
がの原因となることがあります。
特にお子様にはご注意ください。

■ 旅行などで長期間使用しないときは、安全のた
め電源プラグをコンセントから抜く

プラグを抜け

万一故障したとき、火災の原因となる
ことがあります。
本体やリモコンの電源ボタンを押して
画面を消した場合は、本機への通電は
完全には切れていません。本機への通
電を完全に切るには、電源プラグをコ
ンセントから抜いてください。

■ ヘッドホーンやイヤホーンを使用するときは、
音量を上げすぎない

禁　止

耳を刺激するような大きな音量で聞く
と、聴力に悪い影響を与えることがあ
ります。

■ リモコンに使用している乾電池は、

● 指定以外の乾電池は使用しない
● 極性表示 と を間違えて挿入し
ない

● 充電・加熱・分解したり、ショー
トさせたりしない

● 火や直射日光などの過激な熱にさらさない
● 表示されている「使用推奨期限」の過ぎた乾
電池や、使い切った乾電池はリモコンに入れ
ておかない

● 種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した
乾電池を混ぜて使用しない

これらを守らないと、液もれ・破裂などによって、
やけど・けがの原因となることがあります。
もれた液が目にはいったり、皮膚についたりする
と、目や皮膚に障害を与えるおそれがあります。目
や口にはいったり、皮膚についたりしたときは、き
れいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してく
ださい。
衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し
てください。
器具についたときは、液に直接触れないでふき取っ
てください。

■ 液晶テレビの画面をたたいたり、衝撃を加え
たりしない

禁　止

ガラスが割れて、けがの原因となるこ
とがあります。
もしも、ガラスが割れて液晶（液体）が
もれたときは、液晶に触れないでくだ
さい。

もれた液が目にはいったり、皮膚についたりする
と、目や皮膚に障害を与えるおそれがあります。目
や口にはいったり、皮膚についたりしたときは、き
れいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してく
ださい。
衣服などについたときは、すぐにきれいな水で洗い
流してください。
床や周囲の家具、機器などについたときは、液に直
接触れないでふき取ってください。

禁　止

注意

禁　止
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■ テレビの周囲に薬品、芳香剤、消臭剤、化粧品、
洗剤などを置かない

禁　止

薬品・芳香剤・消臭剤・化粧品・洗剤な
どの中には、プラスチックに付着する
と劣化やひび割れを生じさせるものが
あります。（詳しくは、下の「お知らせ」
をご覧ください）

テレビのキャビネットやスタンド部分が破損する
と、感電の原因となったり、テレビが転倒してけが
の原因となったりすることがあります。
薬品・芳香剤・消臭剤・化粧品・洗剤などがテレビに
付着したときは、すぐにきれいにふき取ってくださ
い。
テレビのキャビネットやスタンド部分などにひび
割れなどの破損が生じたときは、すぐにお買い上げ
の販売店に修理をご依頼ください。

● 本機のキャビネット、スタンドなどにはプラスチックが多
く使われています。薬品・芳香剤・消臭剤・化粧品・洗剤な
どの中にはプラスチックに付着したままにしておくと、プ
ラスチックの劣化・ひび割れ（ケミカルストレスクラック）
の原因となる物もあります。

 「ケミカルストレスクラック」とは、製品荷重などの応力が
加わっているプラスチック部分に、薬品・芳香剤・消臭剤・
化粧品・洗剤などが付着すると、付着物がプラスチック内
部に浸透して応力との相互作用でひび割れや破損が発生す
る現象です。こぼれたこれらの液体などが、製品底面のプ
ラスチック部分と設置台のすき間に浸み込んだ場合でも、
放置すると発生することがあります。

注意
 お手入れについて  

■ お手入れのときは、電源プラグをコンセントか
ら抜く

プラグを抜け

感電の原因となることがあります。
お手入れのしかたはの 127 をご覧く
ださい。
（電源プラグを抜く前に、「電源プラグ
をコンセントから抜く際のご注意」

15 をお読みください）

■ 1年に一度は内部の清掃を、お買い上げの販売
店にご相談ください

指　示

本体の内部にほこりがたまったまま使
用すると、火災や故障の原因となるこ
とがあります。
特に湿気の多くなる梅雨期の前に行う
と効果的です。内部清掃費用について
は、お買い上げの販売店にご相談くだ
さい。

ご使用の前に　～最初に必ずお読みください～

安全上のご注意　つづき
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～最初に必ずお読みください～

 使用上のお願いとご注意
取扱いについて

● 本機をご使用中、製品本体で熱くなる部分がありますので、
ご注意ください。

● 引越しなど、遠くへ運ぶときは、傷がつかないように毛布な
どでくるんでください。また、衝撃・振動を与えないでくだ
さい。

● 本機に殺虫剤など、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ないでく
ださい。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。

● 畳の上に置かないでください。金属部が直接畳に触れてい
ると、さびが出たり、畳表に穴があいてしまう可能性があり
ます。

● 電源プラグは非常時と長期間ご使用にならないとき以外は、
常時コンセントに接続してください。（番組情報を取得する
ためです）

● 本機の近くにキャッシュカードなどの磁気カードやビデオ
テープなどを置かないでください。本機から出る磁気の影
響でデータや録画内容などが損なわれる可能性があります。

● 本機から「ジー」という液晶パネルの駆動音が聞こえる場合
がありますが、故障ではありません。

● 外部入力（HDMI入力1/2、ビデオ入力）の映像や音声には若
干の遅れが生じます。以下の場合にはこの遅れによる違和
感を感じることがあります。
• ゲーム、カラオケなどを接続して楽しむ場合
• 外部機器の音声を直接オーディオ機器に接続して視聴す
る場合

 電源プラグをコンセントから抜く際のご注意
● 電源プラグをコンセントから抜いたり、コンセントの元に
つながっているブレーカーを落としたりする際は、以下の
手順で行ってください。

❶ 本機に接続したUSBハードディスクで録画やムーブ
をしている場合は終了させる
●「予約の確認・変更・取消しをする」（ 60         ）の手順で
確認してください。

❷ 録画予約が設定されていないか確認する
● 「予約の確認・変更・取消しをする」（ 60         ）の手順で、電
源プラグを抜いている間に始まる予約がないか確認して
ください。電源プラグが抜かれていると、予約した番組
は録画されません。

❸ 本体の電源ボタンを押して電源を切る
❹ 電源プラグをコンセントから抜く

 録画・録音について
● 本機に接続した機器に録画・録音する際は、事前に試し録画・
録音をして、正しくできることを確かめておいてください。

● 本機に接続した機器に録画・録音した内容の長期保存は保
証できません。あくまでも一時的な保存・再生機能として
ご使用ください。

● 著作権保護のため、コピーが禁止されている番組は録画を
することはできません。また、著作権保護のため、1回だけ
録画が許された番組は、録画した番組をさらにコピーする
ことはできません。

● あなたが録画・録音したものは、個人的にまたは家庭内その
他これに準ずる限られた範囲内で楽しむ以外は、著作権法

上、権利者に無断では使用できません。録画・録音したもの
を個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲
内で楽しむ以外に権利者の許諾なく、複製・改変したり、イ
ンターネットなどで送信・掲示したりすることは著作権法
上禁止されています。以下の行為なども、原則として著作
権法上保護された権利を侵害することになりますのでご注
意ください。
• 録画した番組を自分のホームページで見られるようにする。
• 録画した番組をメールやメッセンジャーサービスなどで
他人に送る。

• 番組を録画したビデオテープやディスクなどの媒体を営
利の目的で、または不特定もしくは多数の人に貸す。

 著作権法に違反すると刑事処罰を受ける場合もありますので
自己責任のもとでご利用ください。なお、著作権法違反によっ
て生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

 本機を廃棄、または他の人に譲渡するとき
● 「すべての初期化」112        で、暗証番号や双方向サービスの

情報（住所・氏名、ポイント数などの利用者個人の情報）、ネッ
トワークサービスの登録情報なども含めて、初期化してく
ださい。クラウドサービスをお使いのときに、「すべての初
期化」を行わずに廃棄・譲渡をした場合、本機とリンクして
いる機器のカレンダー情報などが漏洩する可能性がありま
す。

● 廃棄時にご注意ください
 家電リサイクル法では、ご使用済の液晶テレビを廃棄する
場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）
をお支払いの上、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡
すことが求められています。

 免責事項について
● 地震・雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他
の事故、使用者の故意または過失、誤用、その他異常な条件
下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切の責
任を負いません。

● 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事
業利益の損害、事業の中断、視聴料金の損失など）に関して、
当社は一切の責任を負いません。

● 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害
に関して、当社は一切の責任を負いません。

● 本機に接続した機器に正しく記録（録画、録音など）できな
かった内容または変化・消失した内容の補償、および付随的
な損害に関して、当社は一切の責任を負いません。大切な
番組の録画・録音には、本機との組合せによらない録画・録
音機器を併用することをおすすめします。

● 他の接続機器との組合せによる誤動作や動作不能、誤操作
などから生じた損害（録画機器などの故障、録画内容の変化・
消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。

● 誤操作や、静電気などのノイズによって本機に記憶された
データなどが変化・消失することがあります。これらの場
合について、当社は一切の責任を負いません。

● 故障・修理のときなどに、データ放送の双方向サービスなど
で本機に記憶された利用者の登録情報やポイント情報など
の一部あるいはすべてが変化・消失した場合の損害や不利
益について、当社は責任を負いませんのであらかじめご了
承ください。
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ご使用の前に

各部のなまえ
● 製品イラストは40G9です。他の機種はイメージが多少異なります。
● 詳しくは 内のページをご覧ください。（代表的なページを示しています）  前面

画面（液晶パネル）

リモコン受光部
明るさセンサー

「電源」 表示

スタンド
スタンド

32G9 40G9、50G9

 背面

警告表示

製造番号表示
形名表示

電源コード

電源プラグ
スピーカー（左）

スピーカー（右）

32G9 40G9、50G9

転倒防止用フック

転倒防止用バンド
•底面に収納されています。

転倒防止用ネジ穴

転倒防止用フック

転倒防止用バンド
•底面に収納されています。

転倒防止用ネジ穴

27 

26 

97 

23 

23 

27 

27 

23 

22 

22 
22 
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本体操作ボタンと入出力端子

HDMI入力1端子
HDMI入力2(MHL対応)端子
• 映像機器やHDMI連動対応の
 オーディオ機器を接続します。
• HDMI入力2端子はMHL機器
　（スマートフォンなど）の接続に
　も対応しています。

LAN端子
• インターネットに接続します。

USB（録画専用）端子
• USBハードディスクを接続
して録画・再生ができます。

BS･110度CSアンテナ入力端子
• 衛星放送を視聴する場合にBS・110度
CS共用アンテナを接続します。

地上デジタルアンテナ入力端子
• 地デジ受信用のUHFアンテナを接続します。

光デジタル音声出力端子
• 光デジタル音声入力端子を備えた
オーディオ機器などに接続します。

ビデオ入力端子
• 映像機器を接続します。
• 音声入力端子をHDMI入力1のアナロ
グ音声入力端子として使用できます。

miniB-CASカード挿入口
•カバーを開けてminiB-CASカード
を挿入します。

ヘッドホーン／音声出力端子
•ヘッドホーンや外部スピーカーで聴くと
きに、プラグをここに差し込みます。

電源ボタン
•電源を「入」、「切」にします。

音量＋・－ボタン
•音量を調節します。
※通常は音量の調整ボタンですが、
「機能切換」ボタンを押すたびに、
機能が切り換わります。

機能切換ボタン
•音量+・－ボタンの機能を切り換えます。

76 

21 

47 

27 

31 

31 

51 

74 

84 

24 

72 

72 

24 
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 リモコン
● 本書に記載している操作で使用するリモコンのボタンと、そのおもな機能は以下のとおりです。（ボタンによっては、通常の操
作時と機能の異なるものがあります）

● 詳しくは 内のページをご覧ください。（代表的なページを示しています）

ご使用の前に

各部のなまえ　つづき

クリア音声

サブメニュー

●電源を入れる/待機にする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●外部入力（HDMI1/  2、ビデオ入力）機器の
　画面に切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●音声を聞きやすくする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●「シーン」検索する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●番組名や放送局名、放送時間などを見る・・・・

●放送の種類を切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　
●チャンネルを選ぶ（ワンタッチ選局）・・・・・・・・・・・・
●文字を入力する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●チャンネルを選ぶ（順次選局）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         
●音を消す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●ネットサービスを起動させる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●サブメニューを表示させる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●音量を調節する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●録画リストを表示させる（再生する）・・・・・・・・・・・
●番組表で番組を選ぶ（見る、予約する）・・・・・・・
●メニューから選ぶ、決定する
●メニュー操作で一つ前の画面に戻る
●操作を終了する

●カラーボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・多様な用途があります

●再生、早見早聞再生をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●早送り、早戻し再生をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●ワンタッチリプレイ（少し戻す）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　
●ワンタッチスキップ（少し進む）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　
●番組表などでページを切り換える・・・・・・・・・・・・・・
●録画や再生を停止させる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●再生を一時停止させる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●映像を静止させる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●設定メニューを表示させる
●連動データ放送を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●時計、タイマー機能を使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●音声を切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

27 

42 

47 

65 

34 

30 

30 
43 

30 

31 

33 

80 

31 

63 

35 

64 

64  

64 

64 

32  

55 　 64 

64 

46 

41 
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準備をする

 スタンドを取り付ける　（32G9）

3 本体をスタンドに載せる● 本体下部の溝に支柱が差し込まれるようにして載せ
ます。

● ネジで固定するまでの間、不意の転倒・落下を防ぐ
ために本体を支えてください。

4 本体とスタンドを本体取付用のワッシャー付ネジ（大）2個で固定する
● ネジはしっかりと締めてください。

注意 ■ 二人以上で作業する
ひとりで作業をすると、身体を痛めたり、けがをしたりする原因になります。

● このページの内容は、付属の別紙「スタンド取付説明書」の内容と同じです。

● スタンドを取り付けるまでの間、テレビ本体は包装箱の中で立てた状態にしておいてください。倒した状態で置くと、誤って
テレビの上に物を落としたときなどに、破損するおそれがあります。

● プラスドライバー（JIS 2番、直径6mm）をご用意ください。電動ドライバーをご使用の場合、トルクはおよそ1.5N・m（15kgf・
cm）に設定してください。

※ 製品についている保護フィルムやテレビ本体に固定されている電源コードは、テレビの設置作業が終わってから取りはずすよ
うにしてください。（図では省略しています）

1 スタンド組立用部品を確認する● 以下の部品がそろっているか、ご確認ください。
・ ネジ（小）×4、ネジ（大）×2

支柱

台座

2 スタンドを組み立てる● ワッシャー付ネジ（小）４個で支柱を台座に取り付けま
す。
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準備をする

 スタンドを取り付ける　（40G9、50G9）

注意 ■ 二人以上で作業する
ひとりで作業をすると、身体を痛めたり、けがをしたりする原因になります。

● このページの内容は、付属の別紙「スタンド取付説明書」の内容と同じです。
● 製品イラストは40G9です。50G9はイメージが多少異なります。

● スタンドを取り付けるまでの間、テレビ本体は包装箱の中で立てた状態にしておいてください。倒した状態で置くと、誤って
テレビの上に物を落としたときなどに、破損するおそれがあります。

● プラスドライバー（JIS 2番、直径6mm）をご用意ください。電動ドライバーをご使用の場合、トルクはおよそ1.5N・m（15kgf・
cm）に設定してください。

※ 製品についている保護フィルムやテレビ本体に固定されている電源コードは、テレビの設置作業が終わってから取りはずすよ
うにしてください。（図では省略しています）

3 本体をスタンドに載せる● 本体下部の溝に支柱が差し込まれるようにして載せ
ます。

● ネジで固定するまでの間、不意の転倒・落下を防ぐ
ために本体を支えてください。

4 本体とスタンドを本体取付用のワッシャー付ネジ4個で固定する
● ネジはしっかりと締めてください。

1 スタンド組立用部品を確認する● 以下の部品がそろっているか、ご確認ください。
・ ネジ（小）×２、ネジ（大：長さ8mm）×４、

ワッシャー付ネジ×４

支柱

台座

2 スタンドを組み立てる● ネジ（小）2個とネジ（大：長さ8mm）４個で支柱を台
座に取り付けます。

ネジ（小）

ネジ（小）

ネジ（大）

ネジ（大）
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  miniB-CAS（ミニビーキャス）カードを挿入する

同梱のminiB-CASカードについて
● miniB-CASカードは、デジタル放送や「放送局からのお知

らせ」の受信などに必要です。常に本機のminiB-CASカード
挿入口に入れておいてください。

● miniB-CASカードを台紙（説明書）から取り出してご使用く
ださい。台紙（説明書）は裏面もよくお読みのうえ、大切に
保管してください。

 

・ このカードの金色端子部に触れたり、汚した
り、 カードに衝撃を加えたり、折り曲げたり
すると使用できなくなることがありますの
で、大切に取り扱ってください。

・ このカードの複製、翻案、改変、第三者への貸
与などはできません。

・ このカードの所有権は、（株）ビーエス・コンディ
ショナルアクセスシステムズに属します。こ
のカードの使用に関する事 項は「使用許諾
契約約款」によります。

・ バージョンアップ等のため、当社からカード交換を
お願いすることがあります。

・ このカードを拾得された方は下記の「お問合せ先」
へご連絡ください。

以下の場合は、下記の「お問合せ先」へご連絡ください。
・ カードの故障、またはカードが原因と思われる受信障害が発生した場合（故障交換）
・ カードが破損、紛失、盗難等にあった場合
・ 受信機の廃棄等によりカードが不要になった場合

・ このカードはデジタル放送の著作権保護やNHK-BSデジタル放送のメッセージ、有料放送
の視聴制御等に用いられています。
・ NHK-BSデジタル放送のメッセージ消去や受信契約については「ファーストステップガイ
ド」のNHKのページをご覧ください。
・ 有料放送の契約や無料体験サービスについては「ファーストステップガイド」の各社の
ページをご覧ください。

（カードID番号）

警告
（株）ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ（略称：B-CAS）

ビーキャス

〒150-0002　東京都渋谷区渋谷一丁目1番 8号
ホームページ：http://www.b-cas.co.jp

（10：00～20：00年中無休）

（IP電話からの場合は045-680-2868）

お問合せ先　B-CASカスタマーセンター
TEL：0570-000-250

（DB0055A） CB23 A-M10C（R001）

◇重要◇
このパッケージを開封すると「B－CASカード使用許諾契約約款」に
同意されたとみなしますので、開封前に裏面の使用許諾契約約款を必ずお読みください。

デジタル放送の視聴にはこのICカード（miniB-CASカード）が必要です。
お買い求めの受信機に必ず挿入してください。

BS・CS・地上共用

0 1 2 3
4 5 6 7
8 9 0 1
2 3 4 5
6 7 8 9

・ このカードは常時受信機に装着して使用し、小さい
お子様に触れさせないようにしてください。誤って
飲み込むと、窒息またはけがのおそれがあります。

・ 万一、飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師に
ご相談ください。

0123 4567 8901 2345 6789

0 1 2 3
4 5 6 7
8 9 0 1
2 3 4 5
6 7 8 9

台紙（説明書）

miniB-CASカード

金色端子部

※ 金色端子部がよごれると放送を受
信できなくなることがあります。
金色端子部に触れないようにご注
意ください。

● miniB-CASカードを抜き差しするときは、本機の電源を
切って、電源プラグをコンセントから抜いてください。

● 抜き差しの際は、落として紛失することがないようにご注
意ください。

● 乾いたきれいな手で取り扱ってください。金色端子部が指
紋などでよごれてしまった場合は、乾いたきれいな柔らか
い布でふき取ってください。

挿入のしかた

miniB-CAS
カード挿入口

1 カバーを下に開く

2 miniB-CASのロゴ印刷面を本体の背面側に向け、角が欠けたほうから差し込む

3 カチッと音が鳴るところまで押し入れて、カバーを閉じる

取り出しかた

1 カチッと音が鳴るまで押す

● miniB-CASカードが少し出てきます。金色端子部
に触れないように注意しながら取り出します。

● miniB-CASカードを取り出したら、カバーを閉じて
おきます。

警告
■ miniB-CASカードを乳幼児の手の届く所に置かない

● 誤って飲み込むと窒息またはけがのおそれがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師
にご相談ください。
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準備をする

  テレビを設置する

● 他のデジタル機器や電子レンジなどから出る電磁波によって、本機の映像が乱れたり、雑音が出たりする場合があります。相互に影
響しない位置に設置してください。

● 設置の前に「安全上のご注意」 9 ～ 14 を必ずお読みください。

正しい置きかた
■ 丈夫で水平な安定した所に設置してください

■ 周囲からはなして置いてください
● 通風孔をふさがないように本機の上および周囲に10cm
以上の空間を設けてください。

通風孔

空気の流れ

周囲各10cm以上

■ テレビ台を使用する場合
● テレビ台の取扱説明書をご覧ください。

  転倒・落下防止のしかた（32G9）
● 転倒・落下防止器具を取り付ける台や壁の強度によっては、
転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は、適当
な補強を施してください。以下に記載した転倒・落下防止
のしかたは、けがなどの危害の軽減を意図したものですが、
すべての地震に対してその効果を保証するものではありま
せん。

※ 固定後は、本機を押したり、持ち上げたりしないでください。
破損の原因になります。

スタンド

転倒防止用ネジ穴

ネジ（付属品）

 その他の転倒・落下防止方法 その他の転倒・落下防止方法
 転倒防止用バンドを使用して固定するとき 転倒防止用バンドを使用して固定するとき
● スタンド底面の転倒防止用バンドを後方に回転させ、設置
する台の確実に支持できる背面に付属のネジで固定します。

※ 後方には倒れることがあります。固定後は台を壁などに近
づけて設置し、お子様がはいれないようにしてください。

スタンド

ネジ（付属品）
転倒防止用バンド

 壁または柱などに固定するとき 壁または柱などに固定するとき
● スタンド背面の転倒防止用フックと付属のクリップを使用
し、確実に支持できる壁または柱などを選び、丈夫なひもで
固定します。

● クリップはスタンド背面の転倒防止用フックと同じくらい
の高さの場所に付属のネジで取り付けます。

※ 針金や鎖など金属製のものは、瞬間的な衝撃に対する柔軟
性が乏しく、本機や柱などの取付部分が破損する原因にな
りますので使用しないでください。

❷ ひもをクリップとスタンドのフックに通す
❸ ひもを以下の手順で結ぶ 

① ② 結び目を
近付ける

③

クリップ

❶ 柱または壁に
 取り付ける 

ネジ
固く結ぶ

柱または
丈夫な壁に固定

20cm以内

スタンド

転倒防止用フック 丈夫なひも

クリップ、ネジ
（付属品） 
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  転倒・落下防止のしかた（40G9、50G9）
● 製品イラストは40G9です。50G9はイメージが多少異な

ります。
● 転倒・落下防止器具を取り付ける台や壁の強度によっては、
転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は、適当
な補強を施してください。以下に記載した転倒・落下防止
のしかたは、けがなどの危害の軽減を意図したものですが、
すべての地震に対してその効果を保証するものではありま
せん。

※ 固定後は、本機を押したり、持ち上げたりしないでください。
破損の原因になります。

ネジ（付属品）

転倒防止用ネジ穴

スタンド

 その他の転倒・落下防止方法 その他の転倒・落下防止方法
 転倒防止用バンドを使用して固定するとき 転倒防止用バンドを使用して固定するとき
● スタンド底面の転倒防止用バンドを後方に回転させ、設置
する台の確実に支持できる背面に付属のネジで固定します。

※ 後方には倒れることがあります。固定後は台を壁などに近
づけて設置し、お子様がはいれないようにしてください。

スタンド

ネジ（付属品）
転倒防止用バンド

スタンド

ネジ（付属品）

 壁または柱などに固定するとき 壁または柱などに固定するとき
● スタンド背面の転倒防止用フックと付属のクリップを使用
し、確実に支持できる壁または柱などを選び、丈夫なひもで
固定します。

● クリップはスタンド背面の転倒防止用フックと同じくらい
の高さの場所に付属のネジで取り付けます。

※ 針金や鎖など金属製のものは、瞬間的な衝撃に対する柔軟
性が乏しく、本機や柱などの取付部分が破損する原因にな
りますので使用しないでください。

 
  

 
 

❷ひもをクリップとスタンドのフックに通す
❸ひもを以下の手順で結ぶ

① ② 結び目を
近付ける

③

クリップ

❶柱または壁に
取り付ける 

ネジ
固く結ぶ

柱または
丈夫な壁に固定

スタンド
転倒防止用フック 丈夫なひも

クリップ、ネジ
（付属品） 

20cm以内
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準備をする

  デジタル放送の種類と特徴
● 本機は以下の3種類のデジタル放送を受信することができます。

地上デジタル放送
2003年12月から関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で開始され、2006年末までにその他の都道府県の県庁所在地で開始
された、地上波のUHF帯を使用したデジタル放送です。

● UHF帯の電波を使って行う放送で、高品質の映像と音声、さらにデータ放送が特徴です。
● 本機は「CATVパススルー対応」です
 ケーブルテレビ局が再送信する地上デジタル放送を受信することができます。

BSデジタル放送/110度CSデジタル放送
● 受信にはBS・110度CS共用アンテナを使用します。

● BSデジタル放送
 デジタル方式の放送衛星（Broadcasting Satellite：通称BS）を使用したデジタル衛星放送です。
• 日本全国どこでも同じ放送を楽しむことができ、一部に視聴契約が必要な有料チャンネルがあります
• 2種類のデータ放送（連動データ放送、独立データ放送）や双方向サービスがあります

● 110度CSデジタル放送
 BSデジタル放送の衛星と同じ東経110度に打ち上げられている通信衛星（Communication Satellite：通称CS）を利用し

て、スカパー JSAT（株）が運用しているデジタル衛星放送です。
• さまざまなテレビ番組や専門チャンネル、データ放送などの多彩な放送があります
• 多くのチャンネルで有料の視聴契約が必要です
• ラジオ放送が運用されることがあります

お願いとご注意
※ アンテナ工事には技術と経験が必要です。アンテナの設置・
調整については、お買い上げの販売店にご相談ください。

● アンテナや接続に必要なアンテナ線（同軸ケーブル）、混合
器、分波器、分配器などは付属されておりません。

 機器の配置や端子の形状、受信する放送の種類（電波の種類）
などに合わせて適切な市販品を別途お買い求めください。

● F型コネクターがネジ式のアンテナ線をおすすめします。
 差込式のものを使用する場合は、本機のアンテナ端子のネ
ジ部分と確実に接触するものをご使用ください。接触が悪
いと、受信できなかったり、ときどき映らなくなったりする
ことがあります。

ネジ式の例 差込式の例

● F型コネクターのピンが曲がっていないか確認してくださ
い。曲がったままで接続すると、折れたり、ショートしたり
することがあります。

曲がっている

● アンテナ線のF型コネクターは、ゆるまない程度
に手で締めつけてください。

 工具などで締めつけすぎると、壁のアンテナ端子や本
機のアンテナ入力端子、背面パネルが破損するおそれ
があります。

● アンテナを接続するときは必ず本機の電源を切り、電源プ
ラグをコンセントから抜いてください。

抜く抜く

  アンテナを接続する
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地上放送と衛星放送が個別のアンテナの場合
UHFアンテナ（地デジ）

壁のアンテナ端子

アンテナ線
アンテナ線

（地デジ）（BS・110度CS）

（BS・110度CS対応市販品）
（市販品）

［本機背面］

BS・110度CS共用アンテナ

 地上放送と衛星放送が混合のアンテナの場合
（マンションの共聴アンテナなど）
● 地上放送と衛星放送の電波が混合されて壁のアンテナ端子
に届いている場合は、以下のように接続します。

※ マンションなどでの共聴システムの場合は、視聴できる放
送の種類についてマンションなどの管理会社にご確認くだ
さい。

壁のアンテナ端子

アンテナ線
（BS・110度CS対応市販品）

［本機背面］

BS・CS/U・V分波器（例）

（BS・CS）

電流通過

（地デジ：U・V）

● 録画機器で受信した番組や録画した番組を見るための接続
については、「外部機器を接続する」72 をご覧ください。

● BS・110度CS共用アンテナは電源を必要とします。
 BS・CS/U・V混合器や分波器は、本機のBS・110度CSア
ンテナ入力端子からアンテナ電源が供給できるように、電
流通過型のものが必要になります。

※ マンションなどでの共聴システムの場合は、本機からBS・
110度CS共用アンテナ用の電源を供給する必要はありま
せん。（「はじめての設定」28 のあとで「BS・110度CSア
ンテナ電源供給」を「供給しない」に設定してください。詳し
くは 103 をご覧ください）

 録画機器を経由する場合
● 録画機器のBS・110度CSアンテナ電源が供給される設定
になっていることを確認してください。詳しくは、録画機
器の取扱説明書をご覧ください。

アンテナ線アンテナ線
（BS・110度CS
対応市販品）

アンテナ線
（BS・110度CS
対応市販品）

（市販品）

（市販品）

アンテナ線

壁のアンテナ端子または
BS・CS/U・V分波器から

［録画機器背面（例）］

（UHF）（BS・110度CS）

［本機背面］

テレビが映らないときテレビが映らないとき
● 「はじめての設定」28 をしてもテレビが映らない、また

は映りが悪いような場合は、録画機器を経由しないで本機
に直接接続してみてください。改善される場合、本機の問
題ではありません。
・ 録画機器の電源プラグが抜けていると、アンテナ出力端
子に電波が出力されない場合があります。

● 症状が改善されない場合は、「アンテナを調整する」102 を
ご覧ください。
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  乾電池を入れる
● 単四形乾電池R03またはLR03を2個ご使用ください。
 お買い上げ時は単四形乾電池R03が2個付属されています。

1 電池カバーをはずす● カバー上部のツメをカバー下部方向に押しながらす
くい上げ、電池カバーを取りはずします。

2 乾電池を入れる
● 極性表示 と を確かめて、間違えないように入れ

ます。

3 電池カバーを閉める● カバー下部の突起をリモコン本体のみぞに差し込ん
で、パチンと音がするまでカバー上部を押し込みま
す。

②

カバー上部

カバー下部

①

②

1

2

リモコンコードについて

● 本機のリモコンは、リモコンコードの切換ができます。
111

● お買い上げ時は「リモコンコード1」に設定されています。
※ 「リモコンコード2」に設定して使用していた場合、電池交換

などでリモコンから乾電池を取りはずすと「リモコンコード
1」に戻ることがありますので、ご確認ください。

■ 乾電池について
● 乾電池の寿命はご使用状態によって変わります。リモ
コンが動作しにくくなったり、操作できる距離が短く
なったりしたら2個とも新しい乾電池と交換してくださ
い。

● 使用済の乾電池は、地方自治体またはお住まいの地域で
定められた規則に従って廃棄してください。

準備をする

  リモコンの準備をする
  リモコンの使用範囲について

● リモコンは、本体のリモコン受光部に向けて使用します。
● リモコン受光部に強い光を当てないでください。強い光が
当たっていると、リモコンが動作しないことがあります。

● リモコン受光部とリモコンの間に障害物を置かないでくだ
さい。動作しなかったり、動作しにくくなったりします。

リモコン受光部 
30°

5m以内 20°

30° 20°

● リモコン受光部から
 距離 ······5m以内
 角度 ······左右30°以内、上下20°以内

 
■リモコンについて
● 落としたり、振りまわしたり、衝撃などを与えたりしない
でください。

● 水をかけたり、ぬれたものの上に置いたりしないでくだ
さい。

● 分解しないでください。
● 高温になる場所や湿度の高い場所に置かないでください。
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  電源を入れる
電源コードを接続する（40G9、50G9）

❶ 付属の電源コードのコネクターを本機背面のAC IN
端子に接続する
● 奥までしっかりと差し込みます。

 電源を入れる
「電源」表示が消えているとき（「切」のとき）「電源」表示が消えているとき（「切」のとき）

「電源」表示が消えているとき、リモコン操作はできません。

❶ 本体左下背面の を押す
● 電源が「入」になり、本体前面のリングが緑色に点灯しま
す。

「電源」表示

32G9

40G9
50G9

「電源」表示が赤色に点灯しているとき（「待機」のとき）「電源」表示が赤色に点灯しているとき（「待機」のとき）
❶ リモコンの を押す
● 電源が「入」になり、「電源」表示が緑色に点灯します。

電源を「待機」にする／切る
電源を「待機」にする電源を「待機」にする
❶ 電源が「入」のときに、リモコンの を押す
● 電源が「待機」（リモコン操作待受状態）になり、「電源」表示

が赤色に点灯します。

電源を切る電源を切る
❶ 「電源」表示が赤色または緑色に点灯しているときに、
本体左側の を押す
● 電源が「切」になり、「電源」表示が消灯します。
※ リモコンでの操作ができなくなります。

 お願い…電源プラグの取扱いについて
普段はコンセントに差し込んでおく普段はコンセントに差し込んでおく
● 電源プラグは、非常時や機器の接続、お手入れなどをすると

き以外はコンセントに差し込んでおいてください。（旅行など
で長期間使用しないときはコンセントから抜いてください）

※ 電源プラグを抜いたままにしておくと…
• デジタル放送の番組情報が取得できません。
• 予約した番組の録画ができません。

電源プラグをコンセントに差し込んでおけば、予約した番組
の録画は、電源が「待機」や「切」の場合でも行われます。

電源プラグを抜くときは電源プラグを抜くときは
● 非常の場合は、すみやかに電源プラグをコンセントから抜
いてください。

● 外部機器の接続や取りはずし、本体や電源プラグのお手入
れ、周辺の清掃などで電源プラグを抜く場合は、その前に以
下の確認をしてください。

❶ 本機に接続したUSBハードディスクで録画やムーブ
をしているときは終了させる
● 「予約の確認・変更・取消しをする（ 60 ）の手順で確
認してください。

❷ 録画予約が設定されていないか確認する
● 「予約の確認・変更・取消しをする（ 60 ）の手順で、
電源プラグを抜いている間に始まる予約がないか確
認してください。電源プラグが抜かれていると、予約
した番組は録画されません。

❸ 本体の電源ボタンを押して電源を切る
❹ 電源プラグをコンセントから抜く

 メニュー操作手順の表記について
● サブメニューや設定メニューなどの操作手順については、
以下の例のように一部を簡略化して記載しています。

例
1 を押す

2 で「映像設定」を選び、 を押す

3 で「映像メニュー」を選び、 を
押す

4 お好みの映像メニューを で選
び、
好

を押す

5 終わったら、 を押す

1 を押し、 と で「映像設
定」⇨「映像メニュー」の順に進む

2 お好みの映像メニューを で選
び、 を押す

● 操作が終わったときに表示されているメニュー画面
や確認画面を消すときは、 を押します。



28

テ
レ
ビ
を
見
る

準備をする

 「はじめての設定」をする
「はじめての設定」について
※ miniB-CASカードが正しく挿入されていないと「はじめて
の設定」ができません。あらかじめご確認ください。 21

 はじめて電源を入れたときに、「はじめて
の設定」の説明画面が表示されます

ここでは、本機を使用するのに必要な設定を下記の順に行います。
アンテナの接続とｍｉｎｉＢ－ＣＡＳカードが挿入されていること
を確認してください。また、それぞれの設定方法は、各画面の説明
および取扱説明書をご覧ください。

（１）地上デジタルチャンネル設定
（２）郵便番号設定
（３）映像メニュー設定
（４）ネットワークサービス利用設定

はじめての設定

「 はじめての設定」の流れ
● 本機を使用できるようにするための基本的な設定をします。

① 地上デジタルチャンネル設定

お住まいの地域情報を設定することで、地上デジタル放送
の受信チャンネルが自動設定されます。

② 郵便番号設定

郵便番号を設定することで、お住まいの地域に密着したデー
タ放送（たとえば、地域の天気予報など）や緊急警報放送を
視聴できるようになります。

③ 映像メニュー設定

いくつか用意されている映像メニューの中から選び、お好
みのメニューに設定します。

④ ネットワークサービス利用設定

ネットワークサービスを利用するかどうかを設定します。

① 地上デジタルチャンネル～③ 映像メニュー
の設定をする
● 画面の説明に従って以下の方法で設定していきます。

 で項目を選び、 で決定して
進んでいきます。

 「郵便番号設定」では、 ～ （0）も使い
ます。

■「地上デジタルチャンネル設定」について
● 「はじめての設定」または「初期スキャン」104 をすることで、地上デジタル放送の受信可能なチャンネルを本機が探し、リモコン
の ～ に自動設定します。（「はじめての設定」または「初期スキャン」をしないと、地上デジタル放送は受信できません）

■ 地方と地域の設定について
● チャンネルの自動設定は、「はじめての設定」で設定された地方、地域に基づいて行われます。
● チャンネル設定の地域は必ずしもお住まいの地域とは限らないため、地域に密着したデータ放送を視聴するために郵便番号を設定
します。

④ ネットワークサービス利用設定
● インターネットに接続して、クラウドサービス（ 88 ）な

どのネットワークサービスを利用するには、「ネットワーク
サービス利用設定」を「利用する」に設定します。
※クラウドサービスの開始には、ソフトウェアの更新が必
要になる場合があります。

1 ネットワークサービス利用設定の画面の内容を最後まで読み、「利用する」または
「利用しない」を選び、 を押す

はじめての設定 ネットワークサービス利用設定

利用する利用しない 設定完了

「利用する」に設定すると、本機の操作情報（チャンネル切換、録画予約、検索履歴など）や
ご登録いただいた都道府県、性別などの情報がインターネットサーバーで記録されますが、
これらの情報から利用者個人を特定することはありません。

本サービスの詳しい内容については、クラウドメニューの「クラウド操作ガイド」でご確認ください。

＜本サービスについて＞
・本サービスのご利用には、住所・氏名・連絡先等の個人情報の入力は不要です。
・サーバーが収集した情報は、本サービスの提供以外に、統計情報としてマーケティングなどの目的で
利用することがあり、 この目的の範囲内で第三者に提供する場合があります。
・本設定は、初期設定から変更できます。
　「利用しない」に設定を変更した場合、それまでにサーバーが収集した本機に関する情報はサーバーから
消去されます。
・本サービスは、予告なく休止、終了、または内容を変更する場合があります。
・本サービス中において、本サービス以外のソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）などのサービスを
ご利用いただく場合、 各サービス提供者の利用規約およびその他規約が適用されます。
当社は、本サービス以外の第三者により提供されるサービスおよびこれに関連する事項について、
一切の責任を負いません。

本機をネットワークに接続すると、進化するレグザクラウドサービス「TimeOn」や
ビデオ・オンデマンドサービスなどの各種ネットワークサービス（本サービス）を利用できます。
※「TimeOn」は、再生可能な番組の中から好きなシーンを探して再生できる「みどころシーン再生」や
番組を自動で録画できる「おまかせ録画コミュニティ」など、各種サービスの総称です。

 以下を最後まで読んでネットワークサービスを利用するかを選んでください。

2 「設定完了」を選び、 を押す

3 設定完了画面が表示されたら、内容を確認して を押し、はじめての設定を終了
する
※ お買い上げ時はじめて、またはすべての初期化後に
「はじめての設定」を終了すると、クラウドメニュー
の起動を促すメッセージが表示されます。「はい」を
選ぶとクラウドメニューが起動し、「はじめてのクラ
ウド設定」を開始します。（インターネットに接続し
ていて、「ネットワークサービス利用設定」が「利用す
る」のときにメッセージが表示されます）
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  「はじめての設定」をやり直すとき
● 「はじめての設定」をしてもアンテナ接続の不具合などで地
上デジタル放送が映らなかった場合は、不具合の対処をし
たあとで、「はじめての設定」をやり直すことができます。

1  を押し、 と で「初期設定」⇨
「はじめての設定」の順に進む
● 「はじめての設定」の説明画面が表示されます。

2 画面の説明を読んで、 を押す
● ワンタッチ選局ボタンのチャンネル設定を手動でお
好みに設定したあとで「はじめての設定」をやり直す
と、手動で設定した内容が消去されます。その場合
は、もう一度手動設定をしてください。

● 県外への転居などで「はじめての設定」をやり直した
場合は、データ放送用メモリーの割当画面が表示さ
れることがあります。その場合は、「データ放送用メ
モリーの割当画面が表示されたら」108 を参照し
て設定してください。

● データ放送を視聴している状態で「はじめての設定」
をやり直した場合、放送によっては設定終了後その
ままの状態では設定内容は反映されません。設定終
了後に再度データ放送を選局し直してください。

 地デジ難視対策衛星放送を受信するとき
● お買い上げ時、本機は地デジ難視対策衛星放送の視聴や番
組表表示ができないようになっています。利用できるよう
にするには、以下の設定が必要です。

● 「地デジ難視対策衛星放送受付センター」への利用申込手続
が完了した時点で視聴などができるようになります。

 （手続完了前は設定をしても視聴などはできません）

1  を押し、 と で「初期設定」⇨
「チャンネル設定」⇨「地デジ難視対策衛
星放送」の順に進む
地上デジタル自動設定

手動設定
地デジ難視対策衛星放送
チャンネルスキップ設定
チャンネル設定の初期化
チャンネル設定

利用しない

2 で「利用する」を選び、 を押す
● 地デジ難視対策衛星放送番組の視聴や番組表表示が
できるようになります。

● ネットワークサービス利用設定を「利用する」に設定すると、本機の操作情報（チャンネル切換、録画予約、検索履歴など）やご登録いた
だいた都道府県、性別などの情報がインターネットサーバーで記録されますが、これらの情報から利用者個人を特定することはあり
ません。

● クラウドサービスの詳しい内容については、クラウドメニューの「クラウド操作ガイド」から確認できます。
● クラウドサービスなどのネットワークサービス（以下「本サービス」と表します）のご利用には、住所・氏名・連絡先等の個人情報の入力
は不要です。

● サーバーが収集した情報は、本サービスの提供以外に、統計情報としてマーケティングなどの目的で利用することがあり、この目的の
範囲内で第三者に提供する場合があります。

● 本サービスは、予告なく休止、終了、または内容を変更する場合があります。
● 本サービス中において、本サービス以外のソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS）などのサービスをご利用いただく場合、各
サービス提供者の利用規約およびその他規約が適用されます。当社は、本サービス以外の第三者により提供されるサービスおよびこ
れに関連する事項について、一切の責任を負いません。

● ネットワークサービス利用設定は、あとから変更できます（ 86 ）。「利用しない」に設定を変更した場合、それまでにサーバーが収集
した本機に関する情報は、サーバーから消去されます。
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テレビを楽しむ

  テレビ番組を楽しむ

● 視聴できるデジタル放送のチャンネルやワンタッチ選局ボタンの番号は、番組表 35 で確認することができます。
● ～ でワンタッチ選局ができるのは以下のとおりです。（「チャンネルをお好みに手動で設定する」（ 105 ）で変更できます）
• を押したとき→「はじめての設定」（ 28 ）で各ボタンに登録されたチャンネル
• を押したとき→ 各ボタンにあらかじめ登録されているチャンネル。
• を押したとき→110度CSデジタル放送の一部のチャンネル（ と のみ）
◆ 一つの放送局が複数のチャンネルで異なった番組を放送している場合、その放送局のチャンネルボタンを繰り返し押せばチャンネ
ルを順番に選局できます。

 ● 枝番のついた放送一覧は、地上デジタル放送で隣接地域の同じチャンネル番号の放送を複数受信できたときに表示されます。
● 視聴制限のある番組の視聴には視聴制限設定が必要です。詳しくは「視聴できる番組を制限する」（ 109 ）をご覧ください。

クリア音声

サブメニュー

クリア音声音声

サブメニューサブメニュー

● 本体の操作ボタンについては、「本体の「機能切換」ボタンについて」31 をご覧ください。

  リモコンで番組を選ぶ

1 、 、 で放送の種類を選ぶ
● 今見ている放送と同じ種類の放送を見る場合は、この操作は不要です。

2 チャンネルを選ぶ（選局する）● 以下の3とおりの選局方法があります

ワンタッチ選局ボタンで選局する（ワンタッチ選局）ワンタッチ選局ボタンで選局する（ワンタッチ選局）
● ワンタッチ選局ボタン ～ で選局します。（下の「お知らせ」をご覧ください）
● BSデジタル放送のワンタッチ選局には、2種類あります。
• 通常はグループA（BS101（NHKBS1) ～ BS222（TwellV））のワンタッチ

選局になります。
• グループB（BS231（放送大学BS1）～BS258（Dlife））の放送局をワンタッ
チ選局する場合は、手順1 でBSデジタル放送を選んだあと を押し、選局ガ
イドを表示している状態で、 ～ ボタンを押します。（選局ガイド表示中は

を押すたびに、選局ガイド表示が切り換わります）

チャンネルチャンネル ＞＞・・ ＜＜ボタンで選局する（順次選局）ボタンで選局する（順次選局）

● でチャンネルが順次に切り換わります。

  チャンネル番号を入力して選局する（ダイレクト選局）  チャンネル番号を入力して選局する（ダイレクト選局）
● チャンネル番号は番組表で確認できます。

❶ を押し、 と で「その他の操作」⇨「チャンネル番号入力」と進む
• 視聴中の放送の種類に応じて、画面の右上に 地デジ－－－、BS－－－、CS－－－のどれ

かが表示されます。 を押すと、放送の種類を選ぶことができます。

❷ ～ （0）でチャンネル番号を入力する
例 103チャンネルを選ぶ場合⇨ (0) の順に押します。（「0」は で入力）
• 入力した番号を消すには、 を押します。
• ( )を使った入力ができます。 例 →300番台の最小チャンネル

■ 枝番のついた放送一覧が表示されたとき 放送を選択してください
地デジ 011  （0）  ＮＨＫ
地デジ 011  （1）  ＮＨＫ
地デジ 011  （2）  ＮＨＫ
地デジ 011  （3）  ＮＨＫ

１

１1
10 枝番• で選んで を押すか、 (0)～ で

枝番を指定して選びます。
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31

サブメニューサブメニューサブメニュー  

  音量を調節する／ 音を一時的に消す／ 字幕を表示させる
 音量を調節する　 音量を調節する　

❶ リモコンの または本体の を押す

音を一時的に消す音を一時的に消す
❶ リモコンの を押す
● 画面右下に 消 音 が表示されます。もう一度 を押せば音が出ます。

 字幕放送番組で字幕の表示/非表示を切り換える 字幕放送番組で字幕の表示/非表示を切り換える

❶ を押し、 と で「字幕」を選ぶ
❷ で「字幕オン」または「字幕オフ」を選び、 を押す

 本体の「機能切換」ボタンについて

● 本体にある ボタンは通常音量を調節するために使いますが、 を押すたびに、機能が切り換わります。

 

1 を押す
● を押すと画面左上に現在選択している機能が表示されます。

 希望の機能を選ぶには、機能表示が消える前に手順2 の操作をします。

地デジ 011
ＮＨＫ総合１・東京

○○○○○　○○○○○○

テレビ ステレオＨＤ １６：９

1 PM  5:07

PM   5:00 PM   5:15

チャンネル切換

本体の　　　　でチャンネルを切り換えられます。

　　　　　を押すたびに、

ﾁｬﾝﾈﾙ切換/放送切換/入力切換/音量調節に切り換わります。

機能切換

● を押したあと8秒間以上操作をしないと、音量調節機能に戻ります。

2 を繰り返し押して機能を選び、 で切換えまたは調節をする
● を押すたびに以下のように機能が切り換わります。

チャンネル切換 放送切換 入力切換 表示なし（音量調節）

• チャンネル切換 ·······   チャンネルが順次に切り換わります。
• 放送切換 ···················  「地デジ」、「ＢＳ」、「ＣＳ」が順次に切り換わります。
• 入力切換 ···················  入力が順次に切り換わります。42
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  操作ガイドについて
● 番組表や操作画面などには、そのときに使用できる（または使用する）リモコンボタンの操作ガイドが表示されます。
● よく使う機能がカラーボタン（ 、 、 、 ）や に割り当てられています。

クリア音声

サブメニュー

クリア音声音声

サブメニューサブメニュー

ぼく

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  4/15（火）

○○○○○○○○○○○○○○  4/15（火）

○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 4/14（月）

○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 4/14（月）

○○○○○○○○○○○○○○  4/14（月）

○○○○○○○○○○○○○○  4/13（日）

録画リスト

スポーツ ドラマ 音楽 バラエティﾜｲﾄﾞｼｮｰ

未視聴 曜日別すべて 連ドラ別 マイフォルダ別

地デジ 011
ＮＨＫ総合１・東京

録画可能時間：22時間45分

残量：46% 自動削除

1/30　新しい順

ＨＤ

ジャンル別

2014/ 4/16（水） PM  9:00（01:58）
4.0%

で選び 決定 を押す サブメニューリスト切換

ＵＳＢ1 ハードディスク１

　　○○○○○○○○○  4/16（水）

　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  4/16（水）

　　○○○○○○○○○○○○○○○○  4/15（火）

　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  4/15（火）

頭出し再生青 削除赤 番組検索緑 ムーブ黄

ＮＨＫＥテレ東京 日本テレビ

4 041
ＴＢＳ

6 061
テレビ朝日

5 051
テレビ東京

7 071
フジテレビジョン

8 081

地デジ 番組表

9
AM

10
AM

11
AM

0
PM

1
PM

2
PM

11
AM

0
PM

1
PM

2
PM

1 011 2 021
ＮＨＫ総合・東京

9
AM

10
AM

00　鯉の季節　まったり
温泉つかるキュル！鯉
のぼりを一年中泳がせ
よう会がついに悲願を
達成させらるか？

00

00これからが俺達の戦い
だ！　焼け野原となっ
たブルペンだとしても
、新しい俺達は息吹く
のだ。それは何度でも
何度でも！負けない！
俺達イズム！

30プライスクラッシュ
欲しかったあの話題…

00おもてなしの守備陣　
突然の打球がきてし…

00「ゾウのスウィニー」
　（’０９公エンタメ
）「第二次暗黒戦のさ
なか、政府から日公動
物園に投手を処分しろ
との通達が下る。 
飼育員の金子、高橋た
ちは涙ながらにピッチ
ャーたちにエラーを…

00　フルホークス　「走
塁への情熱」今日、大
ちゃんが教えちゃう！
ちびっ子必見！

00ｃｉｎｅｖ情報館　「
いろんな奇抜アクショ
ン映画大集合」

50今日のプロフィール

00映画バンザイ　「神様
と金子謎」新人の頃、
野球の神様が俺に降り
てきた。「三割打てる
ようにしてやろう」 
だが、俺は断わった。
「もっと打ちたい」 
すると神様は首を傾げ
た。「それには千回の
打順調整が必要じゃ」 
俺は若かった。目を輝
かせて聞いたもんさ…

50明日の天気 50ニュース

00タモの森　今年バット
折れすぎじゃー！

00

00

昼どきコンフェッショ
ン　奥様必見、究極の
応援ダイエット　ペッ
ト最新情報

00おじいちゃんと周平
孫がかわいくてしょう
がないんじゃー！

00ニュース１２　王家の
ペット特集「巨大猫ち
ゃんの秘密」「萌キャ
ラ！？ペーニャン」

00お昼寝ＴＶ　昼寝で仕
事の効率ＵＰ効果的な
昼寝のしかた

00スポーツナウ　プロ野
球デーゲーム速報　今
日の特集　海外サッカ
ー情報

00こさっち伝説「おっと
、そこはこさっちゾー
ン。なぜだなぜ打球が
越えない！打者はわか
っていてそのゾーンに
打ってしまう。
（○ε○）めざして…

00ミキーとマキー
「●●ﾆｱｳﾖ！」「●●
がとれないっちゃ」

杜の都はパラダイス00「REGZAに恋して」
　（’０６東芝）「夢
みる映像部隊、そこは
深谷ネギ作戦」

00

「猛牛戦士バファロー
ズ対悪のイケメン軍団
」「俺達じゃない、俺
たちと一緒に戦おう…

00「カロカロ君」　（’
１６横）「ヤル・キヨ
シ、ピッチャーデ・ニ
ーほか」

00ネイキッド・トーク
「１．ほんとにいいも
のはいつもここから」
「２．悪いものはな…

00おもいっきしＴＶ　今
年も大阪夏の陣は三日
間真っ赤にそまるヨ！
その前に女子会もあ…

00ガッチリあったまりま
ショー　暖房器具頂上
決戦　星達がチャンピ
オンに挑む！

00健康ＦＡＱ　「まちが
ったまま中継ぎを使っ
ていませんか？このま
までは2年後は暗黒…

00ウチの山口がこんなに
酷使されるわけがない
「勝ち星は守るもの？
奪う物？」

50今日の猛虎魂

00雨野トーークスペシャ
ル
梅雨時の雨野登板が無
双するのはどの球場？
来日ゲスト参戦！タイ
フーンが大暴れ！屋根
があっても中止です！
スペシャルゲストは春
は寒さ、夏は灼熱、秋
も寒さ…というばこの
球場！

30　炎上の美学　ただ炎
上すればいいわけで…

　　ショートセレブ　
「猪豚雷太郎・橘香津
・加島安春・富士瀬陽
彦ほか」

スポーツ天国

30　　日差しをうけて　
週間天気予報　世界…

00ライディングＧＯＧＯ
　今シーズン発売の…

30ニュース　あの事件…

30今日のプラン

30連動への予感　「あの
空と現在とのつなが…

30「遥かなるＲEGZAの
旅」（’０６東芝）
face父さんから映像
美への探求心を受け継
いだREGZA。CELL 
REGZAに恋をし、傍
らに妹のレグザApps
コネクトを育てつつ映
像界を生き抜くサク…

「いまどきの左腕」　
「わっち・わんこ・に
ゃー・チェン・ほあっ
さん・偽侍・カツオく
ん・みー太郎」ほか

0000

（水）
4/16

4/16 AM  9:13（水）4/16 19 21 22 23201817（水） （木） （金） （土） （日） （月） （火） （水）

00定点観測してみよう　
出来るだけ中立な視点
が大切です。

日時切換青 文字サイズ変更赤 番組検索緑 週間番組表黄ページ切換

で選び 決定 を押す 戻る で前画面

ハードディスク１
録画可能時間

マイフォルダ

26時間50分

番組指定録画

○○○○○　○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

ＨＤ:1080i 16：9 光デジタルコピー1アナログコピー可ステレオ 字

4

録画先

ドラマ

地デジ041日テレ１

テレビ

4/16 PM  1:00 PM  1:55（水） ～

ＵＳＢ１

ダビング

詳細設定

録画する見る 連ドラ予約

操作を選択してください。

指定しない

サブメニュー

例 番組表

例 録画リスト

例 操作画面

決定 戻る の表示
選んで決定したり、前の画面に戻ったり
することができることを示します。

の表示
ページやリストの切換え
ができることを示します。

サブメニュー の表示
サブメニューがあること
を示します。

青 赤 緑 黄 の表示
カラーボタンでさまざま
な操作ができることを
示します。

テレビを楽しむ

テレビ番組を楽しむ　つづき
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  サブメニューについて
● を押してサブメニューを表示し、さまざまな便利機能を使うことができます。
● サブメニューの内容は、 を押すときの状況によって変わります。
● サブメニューで選択できる項目は、放送の種類や外部機器の有無などによって変わります。選択できない項目は、薄くなって表

示されます。

例例 デジタル放送のテレビ番組を視聴中 デジタル放送のテレビ番組を視聴中

タイムシフトマシン

番組説明

タグリスト

連ドラ予約

予約リスト

ネットサービス

タイマー機能

字幕

その他の操作

サブメニュー

映像信号切換

音声信号切換

音多切換

データ信号切換

降雨対応放送切換

信号切換

画面サイズ切換

信号切換

チャンネル番号入力

アンテナレベル表示

データ放送終了

テレビ／ラジオ／データ切換

スピーカー切換

AVシステム音声設定

親切ヘッドホーン音量

お知らせ

ソフトウェアバージョン

その他の操作

 機　能　（一部省略しています） 詳細記載ページ
タイムシフトマシン対応東芝レグザサーバーの過去番組表を表示します。※1

視聴中の番組の詳しい情報を確認できます。
USBハードディスクに録画した番組を再生中に使えます。
視聴中の連続ドラマが毎回録画されるように予約することができます。
予約リストを表示させることができます。
各種ネットサービスが利用できます。※2

アートアラームの設定やオフタイマーの設定ができます。
字幕放送番組で字幕の表示／非表示を切り換えられます。

※1 サブメニューの「タイムシフトマシン」は、本機とタイムシフトマシン対応東芝レグザサーバーをHDMIケーブル
 で接続しているときにのみ、表示されます。
 タイムシフトマシン対応東芝レグザサーバーについては、ホームページ（http://www.toshiba.co.jp/regza/）を
 ご覧ください。
※2
 ネットサービスの利用には、インターネットを利用するための接続・設定が必要です。

 また、ネットサービスによっては、別途登録が必要なものがあります。

一つの番組で複数の映像が送られている場合に切り換えられます。
一つの番組で複数の音声が送られている場合に切り換えられます。
二か国語放送など、音声多重放送の場合に聴きたい音声を選びます。
一つの番組で複数のデータが送られている場合に切り換えられます。
豪雨などの影響で降雨対応放送が行われた場合に切り換えられます。

見ている映像の種類に応じて、画面サイズを切り換えることができます。

チャンネル番号を入力して選局します。
映りが悪いときなどに、アンテナレベルを確認できます。
データ放送の視聴を終了します。
視聴する放送メディアを切り換えます。
テレビのスピーカーで聴くか外部システムのスピーカーで聴くか選べます。
音声連携対応のオーディオ機器の音声メニューを設定します。
親切モードでのヘッドホーンの音量を調節することができます。
本機や放送局からのお知らせがあったときに内容を確認します。
本機のソフトウェアバージョンを確認します。

➡

80
34
65
57
60
95
48
31

30

102
41

41
47
83
47
125
124

45

45
45
45
45
45



34

テ
レ
ビ
を
見
る

テレビを楽しむ

 番組情報や番組説明を見る

● 画面に表示されるアイコン（ステレオ、HD：1080i などの記号）についての説明は、「アイコン一覧」134 をご覧ください。
● 番組情報の表示や詳細情報の取得には時間がかかる場合があります。
● 番組情報を取得するタイミングによっては、最新の情報が表示されないことがあります。
● 番組によっては、録画、録音が制限される場合があります。その場合は、番組説明の画面でアイコンが表示されます。

  番組情報を見る

1 を押す
● 現在視聴しているチャンネルや番組の情報が表示されます。（チャンネル以外の表示は数秒後に消えます）
● 表示を消すには、もう一度 を押します。
● 選局時には一部省略された状態で表示されます。

地デジ 011
ＮＨＫ総合１・東京

○○○○○　○○○○○○

テレビ ステレオＨＤ １６：９

1 PM  5:07

PM   5:00 PM   5:15

フル

データ取得中

録画中 地デジ011

節電１

リモコンボタン番号 放送局放送の種類、チャンネル番号

番組名 放送時間、時間進行

現在時刻

お知らせアイコン
（未読のお知らせがあ
るときに表示）

画面サイズモード

録画中表示

データ取得中に表示

番組の情報を表わすアイコン

節電モード
（「節電1」、「節電2」のときに表示）

  番組説明を見る

1 を押し、 で「番組説明」を選び、 を押す

2 さらに詳しい説明を見るときは を押す
● 「詳細情報を取得していません」が表示されたときは、 を押します。
• 詳細情報が取得できなかった場合には、「詳細情報を取得できませんでした」と表示されます。
• 詳細情報がなかった場合には、「番組の詳細情報はありません」と表示されます。

3 説明画面を消すには、 を押す

番組説明

全国のニュース

地デジ011（0）ＮＨＫ総合１・東京

＜番組概要＞
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○

＜放送事業者名＞
○○○○○○○○

＜番組詳細情報＞

ニュース／報道

でスクロール 決定 を押す

1

で詳細取得黄

2014/ 4/16 PM  5:08 PM  5:08（水） ～

テレビ

光デジタルコピー1 アナログコピー可 ダビング

ステレオＨＤ：１０８０ｉ １６：９

続きがあることを示
しています。
　　で進めたり戻し
たりできます。

番組についての情報を表わすアイコン

地上デジタル放送では、
3ケタチャンネル番号の
次に枝番が表示されます。
（0）        ：お住まいの地域内の放送
（1）～（9）：隣接地域の放送

134

46

44

134
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  番組表を使う
● 番組表は、放送電波で送られてくる番組情報をもとにして表示されます。
● お買い上げ直後や電源を入れた直後、放送の種類を変えたときなどには、番組内容の表示に時間がかかることがあります。
● 番組表を最新にしておくために、本機の電源を毎日2時間以上「切」または「待機」にすることをおすすめします。

 番組表で番組を探す

● テレビを視聴している条件などによっては番組表が空欄になる場合があります。この場合は、空欄の部分を選んでから、「番組表を更新
する」36 の操作をしてください。

● 番組表に表示できる番組情報は最大8日分です。
● 「チャンネルスキップ設定」（ 106 ）で、「スキップ」に設定したチャンネルの番組表は表示されません。
● レグザリンク対応の東芝レコーダーに録画する場合は、番組表に予約アイコンは表示されません。
● データ放送の視聴中は番組表に切り換わらないことがあります。その場合は、テレビ放送に切り換えてから操作してください。
● 番組の中止・変更・延長などによって、実際の放送内容が番組表と異なる場合があります。番組表や番組情報などで表示される内容お
よび利用した結果について、当社は一切の責任を負いません。

1 を押す
● 番組表が表示されます。通常番組表が表示されます。
（「週間番組表」については「週間番組表を表示させる」

36 をご覧ください）
● 放送の種類を変えるときは、 、 、
を押します。

● 独立データ放送やラジオ放送の番組表に切り換える
ときは、サブメニューの「テレビ/ラジオ/データ切
換」で選びます。

● 番組表を消すときは、 を押します。

2 現在放送中の番組を で選ぶ
● 選んだ番組の番組説明を見るには、 を押し、

で「番組説明」を選び、 を押します。

● 番組表に表示しきれていないチャンネルを表示させ
るには を押します。

3 を押す
● 「番組指定録画」画面が表示されます
● これから放送される番組を選んだときは、「番組指定

予約」画面になります。56 の手順3 をご覧くださ
い。

4 現在放送中の番組を見るときは、で「見る」を選び、 を押す
● 画面の図は、現在放送中の番組でUSBハードディス

クが接続されている場合の例です。

ぼく

で選び 決定 を押す 戻る で前画面

ハードディスク１
録画可能時間

マイフォルダ

26時間50分

番組指定録画

○○○○○　○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

ＨＤ:1080i 16：9 光デジタルコピー1アナログコピー可ステレオ 字

4

録画先

ドラマ

地デジ041日テレ１

テレビ

4/16 PM  1:00 PM  1:55（水） ～

ＵＳＢ１

ダビング

指定しない 詳細設定

録画する見る 連ドラ予約

操作を選択してください。

「見る」を選びます。

● 「番組指定録画」画面からは、録画 56 、連ドラ予約
57 の操作ができます。

● 「番組指定予約」画面からは、視聴予約 56 、録画予
約 56 、連ドラ予約 57 の設定ができます。

ＮＨＫＥテレ東京 日本テレビ

4 041
ＴＢＳ

6 061
テレビ朝日

5 051
テレビ東京

7 071
フジテレビジョン

8 081

地デジ 番組表

9
AM

10
AM

11
AM

0
PM

1
PM

2
PM

11
AM

0
PM

1
PM

2
PM

1 011 2 021
ＮＨＫ総合・東京

9
AM

10
AM

00　鯉の季節　まったり
温泉つかるキュル！鯉
のぼりを一年中泳がせ
よう会がついに悲願を
達成させらるか？

00

00これからが俺達の戦い
だ！　焼け野原となっ
たブルペンだとしても
、新しい俺達は息吹く
のだ。それは何度でも
何度でも！負けない！
俺達イズム！

30プライスクラッシュ
欲しかったあの話題…

00おもてなしの守備陣　
突然の打球がきてし…

00「ゾウのスウィニー」
　（’０９公エンタメ
）「第二次暗黒戦のさ
なか、政府から日公動
物園に投手を処分しろ
との通達が下る。 
飼育員の金子、高橋た
ちは涙ながらにピッチ
ャーたちにエラーを…

00　フルホークス　「走
塁への情熱」今日、大
ちゃんが教えちゃう！
ちびっ子必見！

00ｃｉｎｅｖ情報館　「
いろんな奇抜アクショ
ン映画大集合」

50今日のプロフィール

00映画バンザイ　「神様
と金子謎」新人の頃、
野球の神様が俺に降り
てきた。「三割打てる
ようにしてやろう」 
だが、俺は断わった。
「もっと打ちたい」 
すると神様は首を傾げ
た。「それには千回の
打順調整が必要じゃ」 
俺は若かった。目を輝
かせて聞いたもんさ…

50明日の天気 50ニュース

00タモの森　今年バット
折れすぎじゃー！

00

00

昼どきコンフェッショ
ン　奥様必見、究極の
応援ダイエット　ペッ
ト最新情報

00おじいちゃんと周平
孫がかわいくてしょう
がないんじゃー！

00ニュース１２　王家の
ペット特集「巨大猫ち
ゃんの秘密」「萌キャ
ラ！？ペーニャン」

00お昼寝ＴＶ　昼寝で仕
事の効率ＵＰ効果的な
昼寝のしかた

00スポーツナウ　プロ野
球デーゲーム速報　今
日の特集　海外サッカ
ー情報

00こさっち伝説「おっと
、そこはこさっちゾー
ン。なぜだなぜ打球が
越えない！打者はわか
っていてそのゾーンに
打ってしまう。
（○ε○）めざして…

00ミキーとマキー
「●●ﾆｱｳﾖ！」「●●
がとれないっちゃ」

杜の都はパラダイス00「REGZAに恋して」
　（’０６東芝）「夢
みる映像部隊、そこは
深谷ネギ作戦」

00

「猛牛戦士バファロー
ズ対悪のイケメン軍団
」「俺達じゃない、俺
たちと一緒に戦おう…

00「カロカロ君」　（’
１６横）「ヤル・キヨ
シ、ピッチャーデ・ニ
ーほか」

00ネイキッド・トーク
「１．ほんとにいいも
のはいつもここから」
「２．悪いものはな…

00おもいっきしＴＶ　今
年も大阪夏の陣は三日
間真っ赤にそまるヨ！
その前に女子会もあ…

00ガッチリあったまりま
ショー　暖房器具頂上
決戦　星達がチャンピ
オンに挑む！

00健康ＦＡＱ　「まちが
ったまま中継ぎを使っ
ていませんか？このま
までは2年後は暗黒…

00ウチの山口がこんなに
酷使されるわけがない
「勝ち星は守るもの？
奪う物？」

50今日の猛虎魂

00雨野トーークスペシャ
ル
梅雨時の雨野登板が無
双するのはどの球場？
来日ゲスト参戦！タイ
フーンが大暴れ！屋根
があっても中止です！
スペシャルゲストは春
は寒さ、夏は灼熱、秋
も寒さ…というばこの
球場！

30　炎上の美学　ただ炎
上すればいいわけで…

　　ショートセレブ　
「豪華な対談」ナカジ
とオギタカが語る究極
の太もも筋トレ術

スポーツ天国

30　　日差しをうけて　
週間天気予報　世界…

00ライディングＧＯＧＯ
　今シーズン発売の…

30ニュース　あの事件…

30今日のプラン

30連動への予感　「あの
空と現在とのつなが…

30「遥かなるＲEGZAの
旅」（’０６東芝）
face父さんから映像
美への探求心を受け継
いだREGZA。CELL 
REGZAに恋をし、傍
らに妹のレグザApps
コネクトを育てつつ映
像界を生き抜くサク…

「いまどきの左腕」　
「わっち・わんこ・に
ゃー・チェン・ほあっ
さん・偽侍・カツオく
ん・みー太郎」ほか

0000

（水）
4/16

4/16 AM  9:13（水）4/16 19 21 22 23201813（水） （木） （金） （土） （日） （月） （火） （水）

00定点観測してみよう　
出来るだけ中立な視点
が大切です。

日時切換青 文字サイズ変更赤 番組検索緑 週間番組表黄 サブメニューページ切換

［通常番組表画面：7チャンネル表示の例］

録画予約がある時間帯
（赤色の縦線表示）

別の番組がある時間帯
（グレーの縦線表示）

放送の種類

リモコンボタン、チャンネル、放送局

予約重複時間帯（オレンジ）

色分け設定をしたジャ
ンルに該当する番組は、
開始時刻と背景が設定
した色になります。

放送時間の短い番組は、
番組を選べば番組名な
どが表示されます。

    視聴予約アイコン

    連ドラ予約アイコン

リモコンボタンの
操作ガイド

現在の日時

    録画予約アイコン

    予約重複アイコン

選択中の番組

番組表の日付
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 番組を見ながら他の番組を探す（ミニ番組表）
● 番組を見ながら、画面の下側に ミニ番組表を表示させて番組
を探すことができます。

1 番組表の表示中に を押す
● ミニ番組表が表示されます。
● もう一度押すと、ミニ番組表が消えます。
● 操作方法は、前ページの通常番組表の場合と同じで

す。

６時のニュース

冬の日本を旅する
～名旅館に泊まる～

ハイビジョン特集
「小さな旅」第5集　
仙台

ショッピング
特集：キレイをお手伝
い～
美容と健康に役立つ商
品をお届けいたし

映 青い海映 忘れられない夏

私の先生

地デジ

映 NOW10

7月のランキ…

サッカーワールドシリ
ーズ

サッカーワールドシリ
ーズ

6

7
PM

PM

4/16（水）

6

7
PM

PM

10

00 00 00 00 00 00

00

30

50

1 011 2 021 4 041 6 061 8 081 5 051 7 071

サブメニュー

061地デジ PM  6:18

00

映 ノーヒットノーランの
記録と記憶・杉内の章

00

日時切換青 文字サイズ変更赤 番組検索緑 週間番組表黄

 番組表を便利に使う
● カラーボタンや番組表のサブメニューで、さまざまな便利機
能を使うことができます。

● 番組表またはミニ番組表が表示されているときに以下の操
作をします。（ミニ番組表では一部の機能を使用できません）

  指定した日時の番組表を表示させる指定した日時の番組表を表示させる
● 日付と時間帯を選んで番組表を表示させることができます。

1 （ 日時切換）を押す

2 で日時を選び、 を押す

16（水） 17（木） 18（金） 19（土） 20（日）  21（月）  22（火）  23（水）

日時指定ジャンプ

録画予約あり

AM 0

3

6

9

PM 0

3

6

9

11

重複予約あり で選び 決定 を押す 戻る で前画面

選択した時間帯の日付位置と時間位置が
黄色で表示されます。

選択した時間帯

予約の重複がないか
確認できます。

● 選んだ時間帯の番組表が表示されます。

● 番組表の操作ガイドに表示される （番組検索）については、「条件を絞りこんで番組を探す」39 をご覧ください。

      週間番組表を表示させる週間番組表を表示させる
● 選んだ放送局の一週間分の番組表を表示させることができ
ます。

1 で週間番組表を表示させたいチャン
ネルを選び、 （週間番組表）を押す

1
PM

2
PM

1
PM

2
PM

00 00

00お昼寝ＴＶ　昼寝で仕
事の効率ＵＰ効果的な
昼寝のしかた

00スポーツナウ　プロ野
球デーゲーム速報　今
日の特集　海外サッカ
ー情報

打ってしまう。
（○ε○）めざして…

00ミキーとマキー
「●●ﾆｱｳﾖ！」「●●
がとれないっちゃ」

杜の都はパラダイス00「REGZAに恋して」
　（’０６東芝）「夢
みる映像部隊、そこは
深谷ネギ作戦」

「猛牛戦士バファロー
ズ対悪のイケメン軍団
」「俺達じゃない、俺
たちと一緒に戦おう…

00「カロカロ君」　（’
１６横）「ヤル・キヨ
シ、ピッチャーデ・ニ
ーほか」

50今日の猛虎魂

　　ショートセレブ　
「豪華な対談」ナカジ
とオギタカが語る究極
の太もも筋トレ術

スポーツ天国

30　　日差しをうけて　
週間天気予報　世界…

00ライディングＧＯＧＯ
　今シーズン発売の…

30ニュース　あの事件…

30今日のプラン

30連動への予感　「あの
空と現在とのつなが…

REGZAに恋をし、傍
らに妹のレグザApps
コネクトを育てつつ映
像界を生き抜くサク…

0000

ページ切換 サブメニュー日時切換青 文字サイズ変更赤 番組検索緑 週間番組表黄

ＮＨＫＥテレ東京 日本テレビ

4 041
ＴＢＳ

6 061
テレビ朝日

5 051
テレビ東京

7 071
フジテレビジョン

8 081

地デジ 番組表

9
AM

10
AM

1 011 2 021
ＮＨＫ総合・東京

9
AM

10
AM

00　鯉の季節　まったり
温泉つかるキュル！鯉
のぼりを一年中泳がせ
よう会がついに悲願を
達成させらるか？

00これからが俺達の戦い
だ！　焼け野原となっ
たブルペンだとしても
、新しい俺達は息吹く
のだ。それは何度でも
何度でも！負けない！
俺達イズム！

30プライスクラッシュ
欲しかったあの話題…

00「ゾウのスウィニー」
　（’０９公エンタメ
）「第二次暗黒戦のさ
なか、政府から日公動
物園に投手を処分しろ
との通達が下る。 
飼育員の金子、高橋た
ちは涙ながらにピッチ
ャーたちにエラーを…

00映画バンザイ　「神様
と金子謎」新人の頃、
野球の神様が俺に降り
てきた。「三割打てる
ようにしてやろう」 
だが、俺は断わった。
「もっと打ちたい」 
すると神様は首を傾げ
た。「それには千回の

00ネイキッド・トーク
「１．ほんとにいいも
のはいつもここから」
「２．悪いものはな…

00おもいっきしＴＶ　今
年も大阪夏の陣は三日
間真っ赤にそまるヨ！
その前に女子会もあ…

00ガッチリあったまりま
ショー　暖房器具頂上
決戦　星達がチャンピ
オンに挑む！

00雨野トーークスペシャ
ル
梅雨時の雨野登板が無
双するのはどの球場？
来日ゲスト参戦！タイ
フーンが大暴れ！屋根
があっても中止です！
スペシャルゲストは春
は寒さ、夏は灼熱、秋

（水）
4/16

4/11 AM  9:13（水）4/16 19 21 22 23201817（水） （木） （金） （土） （日） （月） （火） （水）

00定点観測してみよう　
出来るだけ中立な視点
が大切です。

日本テレビ4 041週間番組表

AM

10

9
AM

ネイキッド・トーク
「１．ほんとにいい
ものはいつもここか
ら」「２．悪いも…

4/16 AM  9:13（水）

水
16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日

木 金 月 火 水土 日

AM

10

9
AM

00

定点観測してみよう
出来るだけ中立な視
点が大切です。

00

ネイキッド・トーク
「１．よい監督、悪
い監督」「２．勝負
飯対決！あなたは…

00

定点観測してみよう
出来るだけ中立な視
点が大切です。

00

ネイキッド・トーク
「１．よいファン」
「２．悪いファン」

00

定点観測してみよう
出来るだけ中立な視
点が大切です。

00

炎の神三戒
一、勝敗への執着を
捨てよ、一、燃え盛
る炎すべてを讃えよ
、一、たとえ愛する
者が燃え尽きようと
も「勝ち星を盗んで
はならない」

00 00「残業の夜に」
残業中に、こっそり
と途中経過を見てし
まうサラリーシーフ
。残業の辛さとチー
ムの負けのダブルパ
ンチ。メンタルケア
はどうする？

ネイキッド・トーク
「１．猛虎魂」「２
．○○愛」

00

定点観測してみよう
出来るだけ中立な視
点が大切です。

00

ネイキッド・トーク
「１．ファンサービ
ス」「２．勝利？そ
れとも？」

00

定点観測してみよう
出来るだけ中立な視
点が大切です。

00

ネイキッド・トーク
「１．盗塁数」「２
．失点数」

00

定点観測してみよう
出来るだけ中立な視
点が大切です。

00

1

2
AM

文字サイズ変更赤 番組検索緑 通常番組表黄

PM

1

2
AM

PM
スポーツ天国00

連動への予感　「あ
の空と現在とのつ…

30

ミキーとマキー
「●●ﾆｱｳﾖ！」「●
●がとれないっちゃ
」

00

スポーツ天国00

連動への予感　「あ
の空と現在とのつ…

30

ミキーとマキー
「●●ﾏｷﾀｸｰﾝ！」「
●●ﾀｲｾﾂﾅｵﾄﾓﾀﾞﾁ!」

00

スポーツ天国00

連動への予感　「あ
の空と現在とのつ…

30

ミキーとマキー
「●●ﾆｱｳﾖ！」「●
●ﾏｷﾀｸﾝﾅﾝﾃﾄﾓﾀﾞﾁｼﾞｬ
ﾅｲﾖｰ」

00

い？おいしい深谷飯
ってなに？」
「究極の映像美って
どんなの？」ほか

先発完投
「大失点！棒球ブラ
ザーズ」

00

滴の水も与えられ
ないどころか、火の
手ばかりが加わった
お」「足引っ張って 
や～ しゅいません
」

スポーツ天国00

連動への予感　「あ
の空と現在とのつ…

30

ミキーとマキー
「●●ﾆｸﾆﾖｼｸﾝﾊﾎﾞｸﾉ
ﾀｲｾﾂﾅｵﾄﾓﾀﾞﾁ」

00

スポーツ天国00

連動への予感　「あ
の空と現在とのつ…

30

ミキーとマキー
「●●ﾏｷﾀｸﾝﾊﾜﾀｻﾅｲﾖ
!」

00

スポーツ天国00

連動への予感　「あ
の空と現在とのつ…

30

ミキーとマキー
「●●ﾆﾐﾔｸﾞﾆｸﾝﾄﾉﾑﾗ
ｸﾝ ﾊ ｱﾀﾗｼｲｵﾄﾓﾀﾞﾁ」

00

チャンネル切換 サブメニュー

を押すたびに切り換わります

一週間分の番組表を表示させたい放送局の番組を選びます。

［通常番組表］

［週間番組表］

● 操作方法は、前ページの通常番組表の場合と同じです。
● 番組表の表示を週間番組表にしているときは、「マル
チ表示」37 に切り換えることはできません。

 番組説明を見る 番組説明を見る
● 選択中の番組の番組説明を見ることができます。

1 を押し、 で「番組説明」を選
び、 を押す
● 番組説明が表示されます。

    番組表を更新する番組表を更新する
● 番組表の中が空になっているときや、最新の番組情報に更新
するときは、以下の操作をします。

1 を押し、 で「 番組情報の取得」を
選び、 を押す

ＮＨＫＥテレ東京 日本テレビ

4 041

地デジ 番組表
1 011 2 021
ＮＨＫ総合・東京

004/16

4/16 1817（水）（木） （金

番組情報の取得中に表示されます。

※ 番組情報の取得中は映像、音声が出ない場合があります。

テレビを楽しむ

番組表で番組を探す　つづき
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◆ 番組表で選択している放送局の情報が更新されます。（BSデ
ジタル放送は番組表全体が、110度CSデジタル放送は、選
択した番組が含まれるネットワークの番組表全体が更新さ
れます）

● 番組情報取得中にほかの操作をすると、情報の取得が中止さ
れることがあります。

● 番組情報の取得を中止するときは、番組情報取得中に
を押し、サブメニューから「番組情報の取得中止」を

選択します。

    1チャンネル表示とマルチ表示を切り換える1チャンネル表示とマルチ表示を切り換える
● BSデジタル放送や地上デジタル放送（どちらもテレビ放送
のみ）では、放送事業者ごとの代表チャンネル表示（1チャン
ネル表示）とマルチチャンネル表示（マルチ表示）の切換えが
できます。

1 切り換える放送局の番組をどれか選び、を押す

2 で「1チャンネル表示」（または「マル
チ表示」）を選び、 を押す
● 番組表の表示によって、「マルチ表示」または「1チャ
ンネル表示」が表示されています。

● 「1チャンネル表示」、「マルチ表示」を選ぶと、以下の
ように切り換わります。

ＮＨＫＥテレ東京 日本テレビ

4 041
ＴＢＳ

6 061
テレビ朝日

5 051
フジテレビジョン

8 081

地デジ 番組表

9
AM

10
AM

11
AM

0
PM

1
PM

2
PM

11
AM

0
PM

1
PM

2
PM

1 011 1 012 2 021
ＮＨＫ総合・東京 ＮＨＫ総合・東京

9
AM

10
AM

00うらデータ　５品２０
分！すべてメイン並・
ずぼら先生新メニュー
秋葉原からの生還
北の国のわんこ　▽人
気アイドル年齢サバ読
み事件続報

00「フレームシフト・セ
ンス」　（’９９東芝
エンタメ）「Ｍ・Ｎ・
シャララ・ガトーミル
ク・マティーニな夜は
ふけていく。波乱万丈
の大迫力アクション。
制作費２００億ドルの
超弩級作品

00　フルホース　「まぜ
ごはん家族誕生」今夜
誕生の秘密が明かされ
る！

00ｃｉｎｅｖ情報館　「
いろんな奇抜アクショ
ン映画大集合」

50今日のプロフィール

00映画バンザイ　「ベネ
チア国際映画祭でゴー
ルドライオンが叫ぶ」
桐山文治郎・所香奈・
西木亮・田村雅和・福
田馬吉・花壇すみれ・
嘉藤靖春・富士瀬春彦
　▽いよいよ本日決定
！ゴールドライオンは
誰の手に！」

50明日の天気 50ニュース

00

00

昼どきコンフェッショ
ン　奥様必見、究極の
逆立ちダイエット　ペ
ット最新情報

00スポークン　首都圏速
報　早峰浩平・藤内順
次・柿沼広幸　ほか

00ニュース１２　王室フ
ァミリー揃って川遊び
天地創造をした神は今
何を考えるのか　今日
の天気最新情報

00スポーツナウ　プロ野
球デーゲーム速報　今
日の特集　海外サッカ
ー情報

00「ウヒョー・踊るんだ
ナハナハ」　（’９８
日）「小田原裕次郎・
深井百合・加藤康治・
織田真祐・土居琢哉・
末井洋子・藤明子・石
居友明ほか」

00昼過ぎ夢気分　夕飯バ
ンザイ　お宅のメニュ
ー拝見！一番人気はハ
ンバーグ

00「野菜誕生」　（’０
１米）「白菜・にんじ
ん・トマト・季節のお
野菜いかがです」

00

「ミテー」（’０８独
）「アルフレッド・グ
レゴリー、カール・ハ
インツ・シュロート…

00「新鮮君」　（’０４
伊）「ジョン・トラベ
ルタ、シルバー・スタ
ロニー・ほか」

00ネイキッド・トーク
「１．ほんとにいいも
のはいつもここから」
「２．悪いものはな…

50今日のプレゼント

00シリーズ　「いまどき
の日本人」日本人の本
来の姿を過去から探る
。　古代の食生活を現
代に。　開口瞳・山田
武・新城進一・中尾晶
　ゲスト　ハリー・カ
トユーン　音楽　シミ
ー・ズー、ウイズ　ス
ーパースタンプ

スポーツ天国

30日差しをうけて　週間
天気予報　世界のニ…

30連動への予感　「あの
空と現在とのつなが…

30「遥かなるＲＤの旅」
（’０１東芝書庫）「
桐山文治郎・原田香奈
・西木亮・横浜金治・
清水次吉　友情出演ア
レモコレモロクガスキ
ーほか」

「Θ」　（’９８米）
「ダレン・ヤコスキー
、フレンチ・ガトー、
ヤコブ・スキー、ザ・
フー、キヤノフスキー
・ミノフスキー・ゴハ
ンスキー」ほか

00　鯉の季節　まったり
温泉つかるキュル！鯉
のぼりを一年中泳がせ
よう会がついに悲願を
達成させらるか？

30プライスクラッシュ
欲しかったあの話題…

00今日の散歩　今日の目
標はゆっくり５ｋｍ

00

00うれしい健康家族　こ
れで安眠！足裏マッ…

00地球音楽　世界の最新
音楽情報をお届け　月
刊ランキング

00お昼寝ＴＶ　昼寝で仕
事の効率ＵＰ効果的な
昼寝のしかた

30おもてなしのテーブル
　突然の来客でも困…

00　  ショートセレブ　
「猪豚雷太郎・橘香津
・加島安春・富士瀬陽
彦ほか」

00うれしい健康家族　こ
れで安眠！足裏マッ…

00地球音楽　世界の最新
音楽情報をお届け　月
刊ランキング

00お昼寝ＴＶ　昼寝で仕
事の効率ＵＰ効果的な
昼寝のしかた

30おもてなしのテーブル
　突然の来客でも困…

00　ショートセレブ　
「猪豚雷太郎・橘香津
・加島安春・富士瀬陽
彦ほか」

00日本の経済　原油価格
高騰に苦しむあの業…

30花壇のお手入れ　肥料
をやりましょう

30列島各地　桜前線はこ
こまで進んだ

00カナダ・ゆとりの旅　
オーロラを求め遙かな
旅に出発　激冬３千キ
ロ大紀行
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AM
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00

00これからが俺達の戦い
だ！　焼け野原となっ
たブルペンだとしても
、新しい俺達は息吹く
のだ。それは何度でも
何度でも！負けない！
俺達イズム！

30プライスクラッシュ
欲しかったあの話題…

00おもてなしの守備陣　
突然の打球がきてし…

00「ゾウのスウィニー」
　（’０９公エンタメ
）「第二次暗黒戦のさ
なか、政府から日公動
物園に投手を処分しろ
との通達が下る。 
飼育員の金子、高橋た
ちは涙ながらにピッチ
ャーたちにエラーを…

00　フルホークス　「走
塁への情熱」今日、大
ちゃんが教えちゃう！
ちびっ子必見！

00ｃｉｎｅｖ情報館　「
いろんな奇抜アクショ
ン映画大集合」

50今日のプロフィール

00映画バンザイ　「神様
と金子謎」新人の頃、
野球の神様が俺に降り
てきた。「三割打てる
ようにしてやろう」 
だが、俺は断わった。
「もっと打ちたい」 
すると神様は首を傾げ
た。「それには千回の
打順調整が必要じゃ」 
俺は若かった。目を輝
かせて聞いたもんさ…

50明日の天気 50ニュース

00タモの森　今年バット
折れすぎじゃー！

00

00

昼どきコンフェッショ
ン　奥様必見、究極の
応援ダイエット　ペッ
ト最新情報

00おじいちゃんと周平
孫がかわいくてしょう
がないんじゃー！

00ニュース１２　王家の
ペット特集「巨大猫ち
ゃんの秘密」「萌キャ
ラ！？ペーニャン」

00お昼寝ＴＶ　昼寝で仕
事の効率ＵＰ効果的な
昼寝のしかた

00スポーツナウ　プロ野
球デーゲーム速報　今
日の特集　海外サッカ
ー情報

00こさっち伝説「おっと
、そこはこさっちゾー
ン。なぜだなぜ打球が
越えない！打者はわか
っていてそのゾーンに
打ってしまう。
（○ε○）めざして…

00ミキーとマキー
「●●ﾆｱｳﾖ！」「●●
がとれないっちゃ」

杜の都はパラダイス00「REGZAに恋して」
　（’０６東芝）「夢
みる映像部隊、そこは
深谷ネギ作戦」

00

「猛牛戦士バファロー
ズ対悪のイケメン軍団
」「俺達じゃない、俺
たちと一緒に戦おう…

00「カロカロ君」　（’
１６横）「ヤル・キヨ
シ、ピッチャーデ・ニ
ーほか」

00ネイキッド・トーク
「１．ほんとにいいも
のはいつもここから」
「２．悪いものはな…

00おもいっきしＴＶ　今
年も大阪夏の陣は三日
間真っ赤にそまるヨ！
その前に女子会もあ…

00ガッチリあったまりま
ショー　暖房器具頂上
決戦　星達がチャンピ
オンに挑む！

00健康ＦＡＱ　「まちが
ったまま中継ぎを使っ
ていませんか？このま
までは2年後は暗黒…

00ウチの山口がこんなに
酷使されるわけがない
「勝ち星は守るもの？
奪う物？」

50今日の猛虎魂

00雨野トーークスペシャ
ル
梅雨時の雨野登板が無
双するのはどの球場？
来日ゲスト参戦！タイ
フーンが大暴れ！屋根
があっても中止です！
スペシャルゲストは春
は寒さ、夏は灼熱、秋
も寒さ…というばこの
球場！

30　炎上の美学　ただ炎
上すればいいわけで…

　　ショートセレブ　
「豪華な対談」ナカジ
とオギタカが語る究極
の太もも筋トレ術

スポーツ天国

30　　日差しをうけて　
週間天気予報　世界…

00ライディングＧＯＧＯ
　今シーズン発売の…

30ニュース　あの事件…

30今日のプラン

30連動への予感　「あの
空と現在とのつなが…

30「遥かなるＲEGZAの
旅」（’０６東芝）
face父さんから映像
美への探求心を受け継
いだREGZA。CELL 
REGZAに恋をし、傍
らに妹のレグザApps
コネクトを育てつつ映
像界を生き抜くサク…

「いまどきの左腕」　
「わっち・わんこ・に
ゃー・チェン・ほあっ
さん・偽侍・カツオく
ん・みー太郎」ほか

0000
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00定点観測してみよう　
出来るだけ中立な視点
が大切です。

00これからが俺達の戦い
だ！　焼け野原となっ
たブルペンだとしても
、新しい俺達は息吹く
のだ。それは何度でも
何度でも！負けない！
俺達イズム！

00「ゾウのスウィニー」
　（’０９公エンタメ
）「第二次暗黒戦のさ
なか、政府から日公動
物園に投手を処分しろ
との通達が下る。 
飼育員の金子、高橋た
ちは涙ながらにピッチ
ャーたちにエラーを…

00　フルホークス　「走
塁への情熱」今日、大
ちゃんが教えちゃう！
ちびっ子必見！

00ｃｉｎｅｖ情報館　「
いろんな奇抜アクショ
ン映画大集合」

50今日のプロフィール

00映画バンザイ　「神様
と金子謎」新人の頃、
野球の神様が俺に降り
てきた。「三割打てる
ようにしてやろう」 
だが、俺は断わった。
「もっと打ちたい」 
すると神様は首を傾げ
た。「それには千回の
打順調整が必要じゃ」 
俺は若かった。目を輝
かせて聞いたもんさ…

50明日の天気 50ニュース

00

00

昼どきコンフェッショ
ン　奥様必見、究極の
応援ダイエット　ペッ
ト最新情報

00おじいちゃんと周平
孫がかわいくてしょう
がないんじゃー！

00ニュース１２　王家の
ペット特集「巨大猫ち
ゃんの秘密」「萌キャ
ラ！？ペーニャン」

00スポーツナウ　プロ野
球デーゲーム速報　今
日の特集　海外サッカ
ー情報

00こさっち伝説「おっと
、そこはこさっちゾー
ン。なぜだなぜ打球が
越えない！打者はわか
っていてそのゾーンに
打ってしまう。
（○ε○）めざして…

00ミキーとマキー
「●●ﾆｱｳﾖ！」「●●
がとれないっちゃ」

00「REGZAに恋して」
　（’０６東芝）「夢
みる映像部隊、そこは
深谷ネギ作戦」

00

「猛牛戦士バファロー
ズ対悪のイケメン軍団
」「俺達じゃない、俺
たちと一緒に戦おう…

00「カロカロ君」　（’
１６横）「ヤル・キヨ
シ、ピッチャーデ・ニ
ーほか」

00ネイキッド・トーク
「１．ほんとにいいも
のはいつもここから」
「２．悪いものはな…

50今日の猛虎魂

00雨野トーークスペシャ
ル
梅雨時の雨野登板が無
双するのはどの球場？
来日ゲスト参戦！タイ
フーンが大暴れ！屋根
があっても中止です！
スペシャルゲストは春
は寒さ、夏は灼熱、秋
も寒さ…というばこの
球場！

スポーツ天国

30　　日差しをうけて　
週間天気予報　世界…

30連動への予感　「あの
空と現在とのつなが…

30「遥かなるＲEGZAの
旅」（’０６東芝）
face父さんから映像
美への探求心を受け継
いだREGZA。CELL 
REGZAに恋をし、傍
らに妹のレグザApps
コネクトを育てつつ映
像界を生き抜くサク…

「いまどきの左腕」　
「わっち・わんこ・に
ゃー・チェン・ほあっ
さん・偽侍・カツオく
ん・みー太郎」ほか

00

00定点観測してみよう　
出来るだけ中立な視点
が大切です。

サブメニュー日時切換青 文字サイズ変更赤 番組検索緑 週間番組表黄ページ切換

ページ切換

00　鯉の季節　まったり
温泉つかるキュル！鯉
のぼりを一年中泳がせ
よう会がついに悲願を
達成させらるか？

00　鯉の季節　まったり
温泉つかるキュル！鯉
のぼりを一年中泳がせ
よう会がついに悲願を
達成させらるか？

サブメニュー日時切換青 文字サイズ変更赤 番組検索緑 週間番組表黄

［1チャンネル表示］

［マルチ表示］

放送事業者ごとの
1チャンネル表示

放送事業者ごとの
マルチチャンネル表示

別の番組がある場合、
グレーの縦線を表示

● 「マルチ表示」での番組予約について、56 をご覧
ください。

    文字サイズを大きくする文字サイズを大きくする
● 番組表の文字が小さくて見えにくいときなどに、文字の大き
さを切り換えることができます。

1 を押して文字の大きさを切り換える
● ボタンを押すたびに、文字の大きさが切り換わりま
す。

  ジャンル別に色分けするジャンル別に色分けする
● 番組のジャンル（分野）別に色分けをすれば、見たい番組を探

すのに便利です。
● お買い上げ時に設定されている色分けを、以下の操作で変更
することができます。

1 を押し、 で「ジャンル色分け」を
選んで を押す

2 設定する色を で選び、 を押す
ジャンル色分け

設定する色を選んでください。

スポーツ

映画

音楽

ドラマ

アニメ／特撮

設定完了

で選び 決定 を押す 戻る で前画面

3 でジャンルを選び、 を押す
● を押すと手順2 の画面に戻ります。ほかの色の設

定を変える場合は、操作を繰り返します。
● 「指定しない」を選ぶと、色分け表示がなくなります。

ジャンル指定

メインジャンル サブジャンル

ジャンルを指定してください。

スポーツ

情報／ﾜｲﾄﾞｼｮｰ

ドラマ

音楽

バラエティ

映画

スポーツニュース

野球

サッカー

ゴルフ

その他の球技

相撲・格闘技

で選び 決定 を押す 戻る で前画面

4 で「設定完了」を選び、 を押す

■ （放送の）ネットワーク
 デジタル放送の放送の単位。チャンネルや番組についての
情報は、このネットワークごとに送られてきます。
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番組記号の説明を見る番組記号の説明を見る
● 新、再、字などの番組記号の意味を調べることができます。

1 を押し、 で「  番組記号一覧」を
選び、 を押す
● 番組記号の説明が表示されます。
● 表示されるのは番組記号の一部です。
● 見終わったら、 を押します。

表示させるチャンネル数を設定する表示させるチャンネル数を設定する
● 番組表に表示させるチャンネル数を切り換えることができ
ます。

1 を押し、 と で「番組表表示
設定」⇨「 表示チャンネル数」の順に進む

2 で「オート」、「9チャンネル表示」、「7
チャンネル表示」、「6チャンネル表示」、「4
チャンネル表示」のどちらかを選び、

」
を

押す
※ 「オート」は、BSまたはCSの番組表では表示されません。

チャンネルの並び順を設定するチャンネルの並び順を設定する
● 番組表に表示させるチャンネルの並び順を切り換えること
ができます。

1 を押し、 と で「番組表表示
設定」⇨「  チャンネル並び順」の順に進む

2 で以下のどちらかを選び、 を押す
• 通常 ····························· 放送局推奨の並び順になりま

す。
• チャンネルボタン優先 ··· ワンタッチ選局ボタン 

～ の番号順に並びます。

番組概要の表示／非表示を設定する番組概要の表示／非表示を設定する
● 番組の概要説明を表示させるかどうかを設定します。

1 を押し、 と で「番組表表示
設定」⇨「 番組概要表示」の順に進む

2 で「表示する」、「表示しない」のどち
らかを選び、

示す
を押す

地上デジタル放送局の表示位置を設定する地上デジタル放送局の表示位置を設定する
● 地上デジタル放送の番組表での放送局の表示位置を設定し
ます。

1 を押し、 と で「番組表表示
設定」⇨「 地デジ表示」の順に進む

2 で以下のどちらかを選び、 を押す
• 視聴チャンネル中央表示 ··· 視聴中のチャンネルが番組

表の中央に表示されます。
• チャンネル順優先表示 ··· お住まいの地域のチャンネ

ル順に表示されます。

  番組表の放送メディアを切り換える番組表の放送メディアを切り換える
● 番組表に表示させる放送メディア（ラジオ、テレビ、独立デー
タ）を選びます。

● 放送が運用されていない放送メディアに切り換えることは
できません。

1 を押し、 で「テレビ/ラジオ/
データ切換」を選び、

「
を押す

2 で「テレビ」、「ラジオ」、「データ」から
選び、

「テ
を押す

■ 放送メディア
 デジタル放送の媒体（テレビ放送、データ放送、ラジオ放送）
をさします。

テレビを楽しむ

番組表で番組を探す　つづき
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 条件を絞りこんで番組を探す

● 番組の詳細情報はキーワード検索の対象になっていません。
● 「チャンネルスキップ設定」（ 106 ）で、「スキップ」に設定したチャンネルの番組は番組検索の対象になりません。
● 番組検索の結果は指標としてお使いください。内容および利用した結果について、当社は責任を負いません。

● 番組のジャンル（分野）やキーワードなどの条件を指定して、
見たい番組を探すことができます。

1 を押す
● 番組表が表示されます。

2 （ 番組検索）を押す
● 番組検索画面が表示されます。

3 検索するグループのタブを で選ぶ
● 以降の手順で指定する検索条件のうち、「ジャンル」、
「キーワード」、「番組記号」は検索グループごとに記
憶されます。

4/16 PM  4:52（水）番組検索

検索条件を指定してください。

ジャンル

検索開始

キーワード

番組記号

16（水），17（木），18（金），19（土），20（日），21（月），22（火），23（水）日付

チャンネル

有料番組 含まない

すべて

で選び 決定 で検索開始 戻る で前画面

ゴルフ

指定なし

指定なし

映画新番組新

ゴルフ

検索グループごとのタブ

4 検索条件を指定する● 「ジャンル」、「キーワード」、「番組記号」のどれかは必
ず指定してください。

「ジャンル」を指定するとき「ジャンル」を指定するとき
❶ で「ジャンル」を選び、 を押す
❷ 指定するジャンルを で一つ選び、
を押す

ジャンル指定

メインジャンル サブジャンル

ジャンルを指定してください。

指定しない

ニュース／報道

スポーツ

情報／ﾜｲﾄﾞｼｮｰ

ドラマ

音楽

スポーツニュース

野球

サッカー

ゴルフ

その他の球技

相撲・格闘技

決定 を押すで選び 戻る で前画面

指定しないときはここを選びます。

「キーワード」を指定するとき「キーワード」を指定するとき

❶ で「キーワード」を選び、 を押す
❷ 指定するキーワードを で選び、
を押す
● お買い上げ時は登録されていません。

キーワード指定

キーワードを選択してください。

新規登録 指定しない

で選び 決定 で選択 戻る で前画面

指定しないときはここを選びます。

■ 新しいキーワードを登録する場合

① で「新規登録」を選び、 を押す
● 文字入力画面が表示されます。

② キーワードを入力して、 を押す
● 文字入力のしかたは、「文字を入力する」43
をご覧ください。

● キーワードは14個まで登録できます。

■ キーワードを編集する場合

① 編集するキーワードを で選び、
を押す

② キーワードを編集し、 を押す
■ キーワードを削除する場合

① 削除するキーワードを で選び、
を押す

② で「はい」を選び、 を押す

「番組記号」を指定するとき「番組記号」を指定するとき

❶ で「番組記号」を選び、 を押す
❷ 指定する番組記号を で選び、 を
押す

番組記号指定

番組記号を選択してください。

最終回

で選び 決定 戻るを押す で前画面

終

生放送生

番組連動データ放送デ

手話通訳放送手

サラウンドステレオSS

二カ国語放送二

音声解説

指定しない

解

新番組新

再放送再

双方向サービス双

字幕放送字

ステレオ放送Ｓ

ＢモードステレオＢ

音声多重放送多

指定しないときはここを選びます。
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「日付」を指定するとき「日付」を指定するとき

❶ で「日付」を選び、 を押す
❷ 指定する日付を で選び、 を押す

● を押すたびに、（指定する）と （指定しな
い）が交互に切り換わります。

● 7日先まで指定できます。

日付指定

検索する日付を選択してください。
（チャンネルによっては、番組情報がない日付があります。）

2 0（日）

設定完了

で選び 決定 で選択／解除 戻る で前画面

1 6（水）

2 1（月）

1 7（木）

2 2（火）

1 8（金）

2 3（水）

1 9（土）

指定する日に「　」がつくようにします。

❸ 指定が終わったら、 で「設定完了」を
選び、 を押す

「チャンネル」を指定するとき「チャンネル」を指定するとき
❶ で「チャンネル」を選び、 を押す
❷ 指定する項目を で選び、 で内容を選ぶ

チャンネル指定

検索するチャンネルを選択してください。

地デジ テレビ すべて

で選び 決定 を押す 戻る で前画面

放送の種類 チャンネル放送メディア

• 放送の種類·········· すべて／BS／CS／地デジ
• 放送メディア ······ すべて／テレビ／ラジオ（BS、

110度CSのみ）／データ
• チャンネル·········· 指定した放送の種類やメディア

に該当するチャンネル／すべて

❸ 指定が終わったら、 を押す

「有料番組」を指定するとき「有料番組」を指定するとき
● 有料番組を検索対象に含めるかどうかを指定します。

❶ で「有料番組」を選び、 を押す
❷ で「含む」、「含まない」のどちらかを選び、

を押す

5 で「検索開始」を選び、 を押す
● 選択中のタブの検索グループに、手順3 で指定した

検索条件が上書きで保存されます。

6 「番組検索結果」画面から、見たい番組をで選び、 を押す
番組検索結果

検索グループ名：ニュース／報道

地デジ 071字ＮＥＷＳ

地デジ 041首都圏のニュース

地デジ 051Ｎｅｗｓチャンネル

地デジ 081今日のニュース

地デジ 031夕方のニュース

地デジ 011ニュース各地から

地デジ 061報道！

地デジ 011ニュース[鷹の祭典]

地デジ 041ニュース

7

4

5

8

3

1

6

放送中

放送中

放送中

放送中

字

字

Ｓ

4/16 PM  4:50（水）

4/16 PM  4:50（水）

4/16 PM  4:50（水）

4/16 PM  4:50（水）

4/16 PM  5:00（水）

4/16 PM  5:05（水）

4/16 PM  5:50（水）

1

4

4/16 PM  6:00（水）

4/16 PM  6:45（水）

4/16 PM  4:56（水）

で選び 決定 を押す 戻る で前画面 番組説明黄

● 「番組指定録画」画面が表示されます。
● これから放送される番組を選んだときは、「番組指定予
約」画面が表示されます。56 の手順3 をご覧くださ
い。

7 で「見る」を選び、 を押す

で選び 決定 を押す 戻る で前画面

ハードディスク１
録画可能時間

マイフォルダ

26時間50分

番組指定録画

○○○○○　○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

ＨＤ:1080i 16：9 光デジタルコピー1アナログコピー可ステレオ 字

録画先

テレビ

ＵＳＢ１

ダビング

指定しない 詳細設定

録画する見る 連ドラ予約

操作を選択してください。

7 地デジ071 4/16 PM  4:50 PM  4:59（水） ～テレビ東京

ニュース／報道

「見る」を選びます。

● 選んだ番組の放送画面になります。

テレビを楽しむ

 条件を絞りこんで番組を探す　つづき
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● 放送データの取得中は一部の操作ができないことがあります。
● 本体の放送切換ボタンとチャンネルボタンでは、データ放送とラジオ放送の選択やチャンネル切換えはできません。
● 放送画面の操作説明などで、 は「データボタン」、「データ放送ボタン」などと表示される場合があります。
● データ放送、Hybridcast™は録画できません。
■ 双方向サービスについて
● 双方向サービスを利用する場合は、あらかじめインターネットへの接続と設定（ 84 ～ 86 ）をしてください。また、双方向サービ
スの利用には登録の申込みなどが必要な場合があります。

● 双方向サービスでは、お客様の個人情報の入力を要求される場合がありますが、接続先のサイトによってはSSLなどによる通信時
のセキュリティ対策が行われていない場合があります。

● 双方向サービスの利用時は、通信に時間がかかり、次の操作がすぐにできないことがあります。
● テレビの動作中に電源プラグを抜かないでください。本機が記憶している双方向サービスでのお客様のポイント情報などが更新さ
れないことがあります。

■ Hybridcast™サービスについて
● Hybridcast™サービスを利用する場合は、あらかじめインターネットへの接続と設定（ 84 ～ 86 ）をしてください。また、
Hybridcast™サービスの利用には登録の申込みなどが必要な場合があります。

  データ放送やラジオ放送を楽しむ
データ放送についてデータ放送について
● デジタル放送では映像や音声によるテレビ放送以外に、デー
タ放送があります。

● データ放送には、テレビ放送チャンネルとは別の独立した
チャンネルで行われているデータ放送のほかに、テレビ放送
チャンネルで提供されている番組連動データ放送や、番組案
内、ニュース、天気予報などのデータ放送があります。

 デジタル放送の デジタル放送の  双方向サービスについて双方向サービスについて
● インターネットや電話回線を利用して、視聴者と放送局との
間で双方向に通信できるサービスです。クイズ番組に参加し
て回答したり、ショッピング番組で商品を購入したりするこ
とができます。（本機は、電話回線を利用した双方向サービス
には対応しておりません）

● 地上デジタル放送の双方向サービスには、放送番組に連動し
た通信サービスと、放送番組とは無関係な通信サービスがあ
ります。

非リンク型サービス
放送番組とは無関係な通信サービスのときに表示され
ます。（文字表示は数秒で消えます）

暗号通信
本機はSSL（Secure Sockets Layer） などの暗号通
信に対応しています。そのサービスの際に、このアイコ
ンが表示されます。

ラジオ放送についてラジオ放送について
● ラジオ放送が運用された場合、本機で放送を聴くことができ
ます。

Hybridcast™Hybridcast™（ハイブリッドキャスト）（ハイブリッドキャスト）についてについて
● 本機は、Hybridcast™（ハイブリッドキャスト）サービスに
対応しています。

 Hybridcast™（ハイブリッドキャスト）サービスは、放送と
通信が連動・連携したサービスです。

  連動データ放送を楽しむ
● 一部の番組には番組連動データ放送があります。双方向サー
ビスが行われている番組連動データ放送では、番組に参加し
て楽しむことができます。

● テレビ放送チャンネルで、天気予報やニュース、番組案内
などのデータ放送を提供している場合があります。

1 を押す
● 番組によっては押す必要がない場合があります。
● 放送画面に表示される操作メニューや操作説明など
に従って操作をします。

2 データ放送を終了するには、 を押
し、 と

送 終
で「その他の操作」⇨「 デー

タ放送終了」の順に進む

  独立データ放送や ラジオ放送を楽しむ
● BSデジタル放送などで運用される独立データ放送チャンネ
ルやラジオ放送チャンネルを選ぶときの操作です。

1 放送の種類を選ぶ● BSデジタルの独立データ放送やラジオ放送を視聴
する場合は、 を押します。

2 を押し、 と で「その他の操
作」⇨「テレビ/ラジオ/データ切換」の順
に進む
※ USBハードディスクでの録画中は、この操作はでき
ません。

3 で「データ」または「ラジオ」を選び、
を押す

● で他のチャンネルに切り換えられます。

 チャンネル番号を入力して選ぶこともできます。
● データ放送やラジオ放送を終了するには、上記の操
作で「テレビ」を選びます。
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テレビを楽しむ

  外部入力の画面に切り換える
● 本機の外部入力端子（HDMI入力1/2、ビデオ入力）に接続したビデオやDVD・ブルーレイディスクプレーヤー /レコーダーな
どの再生番組を見たり、ゲーム機を接続して楽しんだりする場合は、以下の操作をします。

● 機器の接続や設定については、「外部機器を接続する」（ 72 ～ 75 ）をご覧ください。

クリア音声

サブメニュー

クリア音声音声

サブメニューサブメニュー

 

1 使用する機器の電源を入れる

2  を押す
● を押すと次の入力が選択された状態で画面左上に入力一覧画面が表示され、
少し待つとその入力に切り換わります。希望の入力を選ぶには、入力が切り換わる前
に次の手順3 の操作をします。

 

地デジ０１１

ＨＤＭＩ１

ＨＤＭＩ２

ビデオ

ＤＢＲ－Ｔ３６０

3 を繰り返し押すか、または を押して入力を選ぶ
● を押すたびに以下のように切り換わります。

放送 HDMI1 HDMI2 ビデオ

• では順方向・逆方向の選択ができます。
• お買い上げ時の設定では、機器が接続されていない入力はスキップされます。

● 少し待つと選択した入力に切り換わります。

HDMI連動機器を選ぶときHDMI連動機器を選ぶとき
● HDMI連動機器は、入力一覧画面に が表示されます。

• が表示された機器を選んで を押すと、機器の形名などが確認できます。
• HDMI連動対応のオーディオ機器などにHDMI連動機器が接続されている場合は、
機器の一覧が表示されます。使用する機器を以下の手順で選択できます。

地デジ０１１

ＨＤＭＩ１

ＨＤＭＩ２

ビデオ

ＤＢＲ－Ｔ３６０ ２ 東芝レコーダーＤＢＲ－Ｔ３６０を押す

で選ぶまたは を押すで選んで

➡➡

4 選択した機器を操作する● 機器のリモコンで再生などの操作をしてください。

HDMI連動機器を選んだときHDMI連動機器を選んだとき
● サブメニューの「機器操作」を選び、機器操作メニューを表示させます。

❶ を押す
❷ で「機器操作」を選び、 を押す

● 機器操作メニューが表示されます。機器操作メニューについては、「本機のリモコ
ンで対応機器を操作する」80 をご覧ください。

● ゲーム機を接続した入力では、「映像メニュー」96 を「ゲーム」にしてください。
ゲームのレスポンスを重視した、ゲームに適した画質設定になります。

● 本体の と でも、「入力切換」ができます。31

● 入力切換時に画面に表示される「ブルーレイ」などの機器名を変えることができます。「外部入力表示設定」（ 75 ）をご覧ください。
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● 番組検索のキーワード指定で、新しいキーワードを登録する
場面などで文字入力画面が表示されます。

入力モード：文字入力

で文字を入力～

入力完了

でカーソル移動

漢あ

決定

1 12

文字切換青 文字削除赤 スペース入力緑

入力文字種

タイトル：入力場面によって異なります

カーソル

1 ～ で文字を入力する
● 携帯電話と同様の操作で文字を入力します。
入力例：がっこう

（6回） （5回） （3回）、 、 、 、
が っ こ う

っ
（3回）、「っ」の別の入力方法 （2回）

● 文字に続けて を押せば、濁点（゛）や半濁点（゜）
の入力および小文字変換ができます。

● 同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力する
場合は、次の文字の前に を押します。
入力例：あい　 （2回）、 、

あ い
● 入力文字の種類を変えるときは、 （文字切換）を押

します。
● 文字を挿入するには、挿入する場所を で
選んで入力します。

文字を削除するには
● 1文字を削除するには、 を短く押します。
 カーソルの右に文字がない場合は、カーソルの左の1

文字が削除されます。カーソルの右に文字がある場合
は、カーソルの右の1文字が削除されます。

● 文字をまとめて削除するには、 を押し続けます。
 カーソルの右に文字列がない場合は、文字がすべて
削除されます。カーソルの右に文字列がある場合は、
カーソルより右の文字がすべて削除されます。

2 以下の操作で文字を確定する
● 漢字に変換しないときは、 を押す
● 漢字に変換するときは、 を繰り返し押し、希
望の漢字が見つかったら を押す
• 希望する漢字に変換されない場合は、変換する範
囲を で変え、 で再度変換します。

3 すべての入力が終わったら、 を押す
● 文字入力画面が表示される前の操作場面に戻ります。

    文字切換（文字切換（  入力文字種の切換え）入力文字種の切換え）
「漢あ」 漢字変換 ひらがなや漢字を入力できます。
「カナ」 全角カナ カタカナを入力できます。
「ａＡ」 全角英字 全角の英字を入力できます。
「ａｂＡＢ」 半角英字 半角の英字を入力できます。
「１２」 全角数字 全角の数字を入力できます。
「１２３４」 半角数字 半角の数字を入力できます。
「全角記号」 全角記号 全角の記号を入力できます。
「半角記号」 半角記号 半角の記号を入力できます。
「定型文」 定型文 定型文を入力できます。
● 文字入力の場面によっては、使用できる入力文字種が少な
かったり、切り換えられなかったりすることがあります。

● 入力文字種が「全角記号」、「半角記号」のときには、入力した
い記号を文字入力画面から選びます。

  入力文字一覧入力文字一覧

リモコン
入力文字種

漢字変換 全角カナ 英字 数字
あ→い→う→え→お

→あ→い→う→え→お

ア→イ→ウ→エ→オ

→ア→イ→ウ→エ→オ

1→2→3→4→5→

6→7→8→9→0
1

か→き→く→け→こ
カ→キ→ク→ケ→コ

→カ→ケ

a→ b→ c

→ A→B→C
2

さ→し→す→せ→そ サ→シ→ス→セ→ソ
d→ e→ f

→ D→ E→ F
3

た→ち→つ→て→と

→つ

タ→チ→ツ→テ→ト

→ツ

g→ h→ i

→ G→H→ I
4

な→に→ぬ→ね→の ナ→ニ→ヌ→ネ→ノ
j→ k→ l

→ J→ K→ L
5

は→ひ→ふ→へ→ほ ハ→ヒ→フ→ヘ→ホ
m→ n→ o

→M→N→O
6

ま→み→む→め→も マ→ミ→ム→メ→モ
p→ q→ r → s

→ P→Q→R→S
7

や→ゆ→よ

→や→ゆ→よ

ヤ→ユ→ヨ

→ヤ→ユ→ヨ

t→ u→ v

→ T→U→V
8

ら→り→る→れ→ろ ラ→リ→ル→レ→ロ
w→ x→ y→ z

→W→X→Y→Z
9

ﾞ→ﾟ→小文字変換 ﾞ→ﾟ→小文字変換 小文字変換 0

わ→を→ん→わ→、→。
→ー

ワ→ヲ→ン→ワ→、→。
→ー

※1

  ※2逆方向へ入力   ※2逆方向へ入力   ※ 2逆方向へ入力 ＃

● 最後の候補までいくと、次は最初の候補に戻ります。
※1 全角英字の場合……。→／→：→ー→＿→～→＠
 半角英字の場合……. → / → : → - → _ → ̃ → @
※2 文字入力変換中に文字を通り過ぎたときに、逆方向へ戻します。

● スペースを入力するときは、 を押します。

● 入力した文字は、次のように表示されます。
 入力中の文字：黄色背景／未確定の文字：白色背景／漢字変換候補選択中の文字：黒色背景／確定した文字：背景なし
● 確定せずに変換できるのは4文節までです。4文節以上のときは、確定してから残りを変換してください。
● 漢字候補選択時に を押せば、その文節を未変換状態に戻すことができます。

  文字を入力する
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● このテレビは、各種の画面サイズのモード切換機能を備えています。テレビ番組等のソフトの映像比率と異なるモードを選択すると、
本来の映像とは見えかたが異なります。

● 視聴する映像のフォーマットと画面サイズの組合せによっては、周囲の映像が隠れたり、画面の周囲が黒で表示されたり、左右の端が
ちらついたりすることがあります。また、放送画面に表示される選択項目を選ぶ際に枠がずれて表示されることがあります。

● 4:3の映像を「スーパーライブ」などを利用して画面いっぱいに表示させると、周辺画像が一部見えなくなったり、変形して見えたりし
ます。制作者の意図を尊重した本来の映像は、「Dot By Dot」、「ノーマル」（16：9映像の場合は「フル」）でご覧になれます。

● テレビを公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等に置いて、画面サイズの切換機能を利用して画面の圧縮や引き伸ばし
などすると、著作権法上で保護されている権利を侵害するおそれがありますので、ご注意ください。

  画面サイズについて
入力 画面サイズのモード 画面の見えかた 説　　　明

4:3

 スーパーライブ ※1 
4:3の映像をワイド画面で楽しむモードです。画面左右の端にい
くほど映像が引き伸ばされます。

 ズーム ※1 
上下が黒い帯になっている映画などのワイド映像（レターボック
ス「LB」）を拡大して楽しむモードです。

 映画字幕 ※1 

映画を観に行きませんか？ 映画を観に行きませんか？

レターボックスのワイド映像の下に字幕がはいっている場合に、
字幕を隠れにくくするモードです。

 フル ※1 
DVDソフトなどのスクイーズ映像（縦に伸びて見える映像）を、
ワイド映像で表示するモードです。

 ノーマル 4:3の映像をそのままの横と縦の比で表示するモードです。

16:9

フル 16:9の映像を画面いっぱいに表示するモードです。

 HDスーパーライブ※2 ※3 
左右に帯（黒や模様など）のある16:9の映像をワイド画面で楽し
むモードです。画面左右の端にいくほど映像が引き伸ばされます。

 HDズーム※2 ※3 
上下左右に帯（帯も映像として送られています）のある16:9の映
像をワイド画面で楽しむモードです。

ゲーム

 ゲームフル ※4 
ゲーム映像をテレビ画面いっぱいに拡大して表示するモードで
す。

 ゲームノーマル ゲーム映像をそのままの横と縦の比で表示するモードです。
（図は4:3の例です）

HDMI  Dot By Dot 入力信号の解像度のまま画面に表示するモードです。映像のない
部分は黒く表示されます。

※1 左側の図は画面サイズのモードを「ノーマル」にした場合の見えかたです。
※2 デジタル放送のハイビジョン放送と標準画質放送の16:9の映像で切り換えることができます。
※3 左側の図は画面サイズのモードを「フル」にした場合の見えかたです。
※4 左側の図は画面サイズのモードを「ゲームノーマル」にした場合の見えかたです。

HDスーパーライブ、HDズーム、フルについてHDスーパーライブ、HDズーム、フルについて
• 画面サイズを変更した番組の放送中は、選んだ画面サイズが保持されます。
 番組終了後、選局操作をすると「フル」になります。
• 電源入／切で「フル」になります。

テレビを楽しむ

便利な機能を使う
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 画面サイズを切り換える
● 視聴している映像の種類に応じて、画面サイズを切り換える
ことができます。

1 を押し、 と で「その他の操
作」⇨「 画面サイズ切換」の順に進む

2 お好みの画面サイズを で選び、 を
押す
● 画面の見えかたについては前ページをご覧ください。

が表示されるときが表示されるとき
● を押す前に、必要に応じて以下の操作をします。

❶ を押し、お好みのモードを で選ぶ

ＨＤスーパーライブ

ＨＤズーム

フル

画面サイズ切換

ジャストスキャン

オーバースキャン

　が表示されるとき、
スキャンモード切換が
できます。

• ジャストスキャン ····  16:9の映像が画面内に収まるよう
に表示させます。

• オーバースキャン ····  16:9の映像を少し大きめに表示さ
せます。

  降雨対応放送について
● BSデジタル放送や110度CSデジタル放送を視聴中に、雨や
雪などで衛星からの電波が弱まった場合、放送局が運用し
ていれば、降雨対応放送に切り換えて見ることができます。

※ 図のメッセージが表示された場合は、以下の手順で降雨対応
放送に切り換えられます。

※ 降雨対応放送は、通常の放送よりも画質が低下します。

電波の受信状態が良くありません。
サブメニューから降雨対応放送に切り換えられます。

コード：Ｅ20１

1 を押し、 と で「その他の操
作」⇨「信号切換」⇨「降雨対応放送切換」
の順に進む

2 で「降雨対応放送」を選ぶ
● 降雨対応放送をやめるには、「通常の放送」を選びます。
● 電波が強くなると、自動的に通常の放送に戻ります。

 他の映像・音声・データを切り換える

    音声多重番組で聴きたい音声を選ぶ音声多重番組で聴きたい音声を選ぶ
● 音声多重放送番組の場合、主音声、副音声、主：副を切り換え
ることができます。

● 番組情報画面に 二重音声 のアイコンが表示されます。

1 を押す
● を押すたびに以下のように切り換わります。

主音声 副音声 主：副

● サブメニューから切り換えることもできます。

    音声を切り換える音声を切り換える
● 複数の音声で放送されている番組の場合、音声1、音声2など
の音声信号を切り換えることができます。

● 番組情報画面に 信号切換 のアイコンが表示されます。

1 を押す
● を押すたびに以下のように切り換わります。

音声１ 音声２ 音声３…

● サブメニューから切り換えることもできます。

    映像、音声、データを切り換える映像、音声、データを切り換える
● デジタル放送では、一つの番組に複数の 映像や 音声、 データ
がある場合があり、お好みで選択することができます。

● 映像、音声、データが切り換えられる番組は、番組説明画面に
二重音声 や 信号切換 のアイコンが表示されます。

1 を押し、 と で「その他の操
作」⇨「信号切換」の順に進む

2 切り換える信号を で選び、 を押す
● 視聴中の番組で切換えのできない信号は、薄くなっ
て表示されます。

映像信号切換

音声信号切換

音多切換

データ信号切換

降雨対応放送切換

信号切換

3 視聴したい映像、音声、データを で選
び、 を押す
● 「信号切換」のサブメニューに表示される「音声信号切
換」、「 音多切換」は、 で選択する機能と同じもの
です。

■ 信号切換について
● 選局操作をすると、信号切換で選択した状態は取り消さ
れます。（基本の信号を選択した状態になります）

 ただし音多切換と字幕切換では、選局しても状態は取り
消されません。
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  映像を静止させる
● 映像の動きを止めることができます。料理番組のレシピや、

視聴者プレゼントの応募先などをメモするときに便利です。

1 を押す
● 映像が静止します。
● 解除するときは、もう一度 を押します。
● 映像の静止中でも音声は流れ続けます。

● ラジオ、データ放送視聴中は静止画にできません。また、映
像の静止中にデータ放送の操作はできません。

● 字幕放送の場合、映像の静止中に字幕は表示されません。
● 選局操作をすると静止画が解除されます。
● テレビを公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテ
ルなどで「静止画」を使用すると、著作権法で保護されてい
る権利を侵害するおそれがありますので、ご注意ください。

  節電モードを切り換える
● 液晶画面のバックライトの明るさをおさえることでテレビ
の節電ができます。

● 「節電1」、「節電2」に切り換えた場合、画面の明るさに適した
画質に自動調整されます。（「映像メニュー」96 が「ライブ
プロ」、「映画プロ」、「ゲーム」、「PC」の場合、画質は変わりま
せん）

● 省エネに関するさまざまな設定をすることができます。

1 を押し、 と で「機能設定」⇨
「 省エネ設定」の順に進む
● 「省エネ設定」の画面が表示されます。

2 設定する項目を で選び、 を押す
節電モード

番組情報取得設定
無操作自動電源オフ
オンエアー無信号オフ
外部入力無信号オフ

省エネ設定

標準
取得する
動作しない
待機にする
待機にする

3 お好みの設定を で選び、 を押す
● 以降の説明を参照し、設定してください。

節電モード節電モード
• 標準 ············  標準の明るさです。
• 節電1 ·········  画面の明るさをおさえて、節電します。
• 節電2 ·········  画面の明るさを「節電1」よりもおさえて、さらに

節電します。

 番組情報取得設定 番組情報取得設定
● 番組表機能や予約機能を正しく働かせるために、「取得する」
で使用することをおすすめします。

• 取得する ····  電源が「待機」や「切」のときに、デジタル放送の
番組情報を取得します。取得時に電力を消費し
ます。

• 取得しない···  番組情報を取得しません。そのため、番組表の内
容が表示されなかったり、予約できなかったり、
番組検索ができなかったりする場合がありま
す。

 無操作自動電源オフ 無操作自動電源オフ
• 待機にする···  テレビの無操作状態が約3時間続くと、電源が

「待機」になります。
• 動作しない···  テレビの無操作状態が続いても電源は「入」のま

まです。

オンエアー無信号オフオンエアー無信号オフ
• 待機にする···  放送受信時に、無信号状態が約15分間続くと、

電源が「待機」になります。
• 動作しない···  無信号状態が続いても電源は「入」のままです。
※外部入力を選んでいるときは機能しません。

外部入力無信号オフ外部入力無信号オフ
• 待機にする···  外部入力選択時に、無信号状態が約15分間続く

と、電源が「待機」になります。
• 動作しない···  無信号状態が続いても電源は「入」のままです。

テレビを楽しむ

便利な機能を使う　つづき
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 声を聞き取りやすくする
● 人の声を強調して背景の音を抑え、声を聞きやすくします。

1 を押して「オン」または「オフ」を選
ぶ
● 「オン」を選ぶと、人の声が強調されます。

※ ヘッドホーン／音声出力端子のご使用時には、効果
は得られません。

※ 映像メニューが「ゲーム」または「PC」のときは、効果
が得られません。

※ 光デジタル音声出力が「Dolby Digital」のときは、効
果が得られません。

● テレビを公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテ
ルなどで「クリア音声」を使用すると、著作権法で保護され
ている権利を侵害するおそれがありますので、ご注意くだ
さい。

  ヘッドホーンで聴く
● ヘッドホーンで聴くときの音の出かたを設定します。
● ヘッドホーン用出力モードには「通常モード」と「親切モー
ド」があります。お買い上げ時は「通常モード」に設定されて
います。
※ ヘッドホーン用出力モードの設定のしかたについては、
「ヘッドホーン／音声出力設定」100 をご覧ください。

1 を押し、 と で「音声設定」⇨
「ヘッドホーン／音声出力設定」⇨「ヘッ
ドホーン用出力モード」の順に進む

•  通常モード ······  ヘッドホーンだけで音声を聞くモー
ドです。ヘッドホーンのプラグを差
し込むと、スピーカーから音声が出
なくなります。

•  親切モード ······  ヘッドホーンとスピーカーの両方で
音声を聞くモードです。家族で視聴
する場合など、スピーカーの音声が
聞き取りにくい人がヘッドホーンま
たはイヤホーンで聴くというような
使いかたができます。

● 親切モードのとき、スピーカーの音量は で調整し

ます。

 ヘッドホーンの音量調節のしかた ヘッドホーンの音量調節のしかた

● 「通常モード」に設定しているときは、 で調節します。

● 「親切モード」に設定して、ヘッドホーンを接続しているとき
は、以下の手順で調節します。

➊ を押し、 と で「その他の設定」⇨「 親切
ヘッドホーン音量」の順に進む
● ヘッドホーンを接続していないときは、選択できません。

➋ で音量を調節する

● でも調節できます。

 外部スピーカーで聴く
● ヘッドホーン／音声出力端子に音声出力機器を接続して聴
くときの音の出かたを設定します。

● 外部のスピーカーを使ってテレビの音声を聴くときは、「外
部スピーカーで聴く」に設定すると、テレビのスピーカーか
ら音声が出なくなります。

1 を押し、 と で「その他の操
作」⇨「スピーカー切換」の順に進む

2 で「外部スピーカーで聴く」を選んで
を押す

● テレビのスピーカーから音声が出なくなります。

● 外部スピーカー用出力モードが「固定出力モード」の
ときは、接続した外部音声出力機器で音量を調節し
ます。「可変出力モード」のときは、本機のリモコンで
音量が変化します。

※ 外部スピーカー用出力モードの設定のしかたについ
ては、「ヘッドホーン／音声出力設定」100 をご覧
ください。

● ヘッドホーンで聴くときは、必ず「ヘッドホーン
／音声出力設定」を「ヘッドホーン用出力モード」
100 にしてください。
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アラームアラーム
❶ で「アラーム」を選び、 を押す
❷ で「オン」を選び、 を押す

● アートアラームを使用しないときは、「オフ」を選
びます。

● アラーム設定画面を表示中は、 を押すたび
に「アラーム」の「オン」と「オフ」を切り換えること
ができます。

日時日時
● アートアラームでお知らせする日時を設定します。

❶ で「日時」を選び、 を押す
❷ 設定する項目を で選び、 で日時を選ぶ

● 曜日は「毎日」、「１回」、「毎週（日）」～「毎週（土）」、
「月～木」、「月～金」、「月～土」の中から選びます。

❸ 設定が終わったら、 を押す

サウンドサウンド
● アートアラームでお知らせするときの効果音を設定
します。

❶ で「サウンド」を選び、 を押す
❷ でお好みの音を選ぶ

● を押すと、選んだ音を聴いて確認することが
できます。

※ テレビの状態によっては、「再生できません」が
表示され、効果音の確認ができない場合があり
ます。

❸ 設定が終わったら、 を押す

音量音量
● アートアラームでお知らせするときの音量を設定し
ます。

❶ で「音量」を選び、 を押す
❷ でお好みの音量を選ぶ

● を押すと、選んだ音量を聴くことができます。

❸ 設定が終わったら、 を押す

チャンネルチャンネル
● アートアラームでお知らせした後に、画面に映す
チャンネルを設定します。

❶ で「チャンネル」を選び、 を押す
❷ 設定する項目を で選び、 で内容を選ぶ

• 放送の種類  ······ ラストチャンネル／地デジ／BS／
CS
※ ラストチャンネルは、アートア
ラームでお知らせする前に見
ていたチャンネルです。

 電源「切」のときは、電源を切る
前に見ていたチャンネルにな
ります。

• チャンネル······· 設定した放送の種類に該当する
チャンネル

❸ 設定が終わったら、 を押す

テレビを楽しむ

  アートクロック（アートアラーム）を使う
  アートクロックを表示する

● 画面にアートクロックまたはでか文字時計を表示させます。

1 を押す
● を押すたびに次のように表示されます。

アートクロック表示 でか文字時計
時計表示消去

例アートクロック表示

● または を押して、時計表示を消すこともでき
ます。

● チャンネルや入力を切り換えると、時計表示は消え
ます。

アートクロックの表示を変えるアートクロックの表示を変える

● アートクロックを表示中に を繰り返し押して、お好み
のアートクロック表示を選びます。

 選んだアートクロックは、アートアラームが動作したときの
表示になります。

  アートアラームを使う
● 設定した時刻にアートアラームでお知らせすることができ
ます。

 本機の電源「切」のときは、電源が「入」になります。

1 を押し、アートクロックを表示する

2 を押し、以下の手順で設定する
アラーム
日時

サウンド
音量

チャンネル

アラーム設定

オフ
月～金　ＡＭ　７：００

ウェーブ
３０

ラストチャンネル

● を押し、 で「アラーム設定」を選んで
を押してもアラーム設定画面を表示させること

ができます。
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アートアラームの動作について
● アートアラームで設定した時刻になると次のように動作し
ます。

 アートクロックが表示され、設定した「音量」、「サウンド」でアートアラームが鳴り、ア
ラーム停止画面が表示される

● 電源が「切」のときは、電源が「入」になります。

● で「停止」を選んで を押すと、アートアラーム
を停止します。

● で「スヌーズ」を選んで を押すと、アートア
ラームを一度停止し、スヌーズ動作になります。

 スヌーズ動作：
 5分後、再度アートアラームが鳴り、アラーム停止画面が
表示されます。

 アートアラームを停止するときは、アラーム停止画面で
「停止」を選びます。

 スヌーズ中は、 を押してスヌーズ解除画面を表示さ
せ、「はい」を選んで を押します。

※ アートアラームを停止しないと：
 アートクロック表示のまま、「サウンド」で選んだ音が5
分後に停止し、無音状態になります。さらに5分経過する
と、再度選んだ音が鳴ります。

 アートアラームを停止するまで上記動作を繰り返しま
す。（「無操作自動電源オフ」46 の設定にしたがいま
す）
※ アートアラームで電源が入ったときは、上記を繰り返
し、操作をせずに1時間が経過すると、自動的に電源が
「切」になります。

アートアラームを一時的に解除する
●アートアラームの設定を残したまま、一時的に解除すること
ができます。

1 を押し、 と で「タイマー機
能」⇨「アラーム設定」の順に進む

2 で、「オフ」を選び、 を押す
● 「オン」を選ぶと、アートアラームが再開されます。

 オフタイマーを使う
●オフタイマーを設定すると、設定時間後に電源が切れて、「待
機」の状態になります。

 アートクロックを表示しているときに設定する アートクロックを表示しているときに設定する

1 を押す

2 で、電源を「待機」にするまでの時間
を選び、 を押す
● オフタイマーが動作して、あと1分になると画面に
メッセージが表示されます。

 アートクロックを表示していないときに設定する アートクロックを表示していないときに設定する

1 を押し、 と で「タイマー機
能」⇨「オフタイマー設定」の順に進む
● すでにオフタイマーが設定されているときは、「オフ
タイマー設定」に電源が切れるまでの時間も表示さ
れます。

2 で、電源を「待機」にするまでの時間
を選び、 を押す
● オフタイマーが動作して、あと1分になると画面に
メッセージが表示されます。

アートクロックを表示しない設定にする

● を押してもアートクロックを表示しないように設定
します。

1 を押し、 と で「機能設定」⇨
「 アートクロック表示設定」の順に進む

2 で「オン」または「オフ」を選び、 を
押す
• オン ······ を押して、アートクロック、でか文字時

計、時計表示消去を繰り返します。
• オフ ······ を押して、時計の表示と非表示を繰り

返します。



50

録
画
機
器
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
器
の
準
備
を
す
る

録画機器の準備をする

  録画・予約機能について
 録画できる機器と番組

● 本機背面のUSB（録画専用）端子に接続したUSBハードディスクおよびレグザリンク対応の東芝レコーダー＊にデジタルテレ
ビ放送番組を録画できます。（データ放送番組、ラジオ放送番組、外部入力（HDMI1/2、ビデオ入力）、クラウドサービスやネッ
トサービスで視聴している動画サービスからの映像・音声は録画できません）
・ USBハードディスクの接続は次ページをご覧ください。
・ レグザリンク対応の東芝レコーダーの接続は 72 をご覧ください。

＊ レグザリンク対応の東芝レコーダーの場合
• レグザリンク（HDMI連動）機能を使って本機の操作で録画・予約をします。
• 録画・予約の操作を終了した時点で本機の関与が終了します。予約内容の確認や取消し、録画の中止などの操作は本機側で
はできません。（本機の番組表に予約アイコンが表示されないほか、予約リスト、録画リストなどにも内容は表示されません）

• 録画されるのはレコーダー自身が受信したデジタル放送番組です。字幕放送番組の字幕などの録画については、機種や録
画設定などによって異なりますので、レコーダーの取扱説明書でご確認ください。

接続・設定と録画前の準備

録画する機器 録画前の準備

USBハードディスク（注）
• USBハードディスクの電源を入れておきます。
• USBハードディスクの残量を確認します。 68
• 「すべて」のタブの録画リストで「録画番組数」を確認します。 63
※ 残量不足や番組数超過（2000を超過）になりそうな場合は、不要な番組を削除します。 67

レグザリンク対応の
東芝レコーダー

• ハードディスクの残量などを確認し、不要な番組を削除しておきます。
※ 録画先はハードディスクのみです。記録メディアに直接録画することはできません。

● 録画や録画予約の操作をしたときに接続した機器が選択できないときは、 52 を参照し、登録してください。
● USBハードディスクは専用のACアダプターを接続してご使用ください。ACアダプターを使用しない場合は動作保証でき
ません。本機で接続確認済のUSBハードディスクについては、ホームページ（http://www.toshiba.co.jp/regza/）をご覧
ください。

（注）USBハードディスクは、本機に登録しないと録画できません。

※ USBハードディスクの最大予約件数は128です。最大録画番組数は2000です。

USBハードディスクの自動削除機能についてUSBハードディスクの自動削除機能について
● USBハードディスクの容量が足りない場合に、保護されていない日付の古い録画済番組から自動的に削除する機能で、お買い
上げ時は「自動削除設定」67 が「削除する」に設定されています。

● USBハードディスクでの録画中に停電したり、電源プラグを抜いたりすると、途中まで録画した番組は正しく保存されません。（「録画
番組を修復する」65 の操作をすれば、録画された内容を再生できるようになることがあります）

● 予約録画の開始時に、自動削除機能によって削除される番組が多い場合は、番組の冒頭部分が録画されないことがあります。
● 録画番組の再生中に予約録画の開始時刻になると、再生が自動的に停止することがあります。
● 万一、本機の故障や受信障害などによって正常に録画・録音できなかった場合の補償は一切できませんので、あらかじめご了承ください。
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 録画用USBハードディスクの接続をする
● 本機に接続したUSBハードディスクで以下のことができます。

できること 記載ページ

本機で受信したテレビ放送番組の録画、録画予約 55

録画番組の再生、ムーブ 63 71

● パソコンや他のテレビ、録画機器などで使用していたUSBハードディスクを本機に接続して登録すると、それまでに
保存されていたデータや録画番組などはすべて消去されます。

● 本機で使用していたUSBハードディスクをパソコンで使用するには、パソコンで初期化する必要があります。その際
に、本機で録画した番組はすべて消去されます。

● 本機に接続したUSBハードディスクを取りはずす場合は、未登録の機器を含めて「USBハードディスクの設定をする」
52 の手順で「機器の取りはずし」の操作をしてください。

● USBハードディスクの動作中は、USBハードディスクの電源を切ったり、接続ケーブルを抜いたりしないでください。
録画した番組が消えたり、USBハードディスクが故障したりする原因となります。

  USBハードディスクを接続する
● USBハードディスクやUSBハブは専用のACアダプターを接続してご使用ください。本機で接続確認済の機器でもACアダプ
ターを接続しない場合は動作保証できません。

USBハードディスクが1台のときUSBハードディスクが1台のとき
● USBハードディスクは、USB（録画専用）端子に接続します。

USBハードディスク

USB(録画専用）
端子へ USB端子へ

USBケーブル（機器の付属品など）

［本機背面］

USBハードディスクが複数のときUSBハードディスクが複数のとき
● USBハブを使用すれば、複数のUSBハードディスクを接続することができます。
※ 8台までのUSBハードディスクを本機に登録できます。ただし、同時に接続できるのは4台までです。

USB(録画専用)
端子へ

USBハブ

USBハードディスク-1

USBハードディスク-2

USBハードディスク-3

USBハードディスク-4

● 複数の未登録USBハードディスクを接続した状態で本機の電源を入れると、不特定の順番で登録が始まります。
 USBハードディスクの登録名や接続場所などを特定しやすくするために、1台ずつ接続して登録の処理が終わったら次のUSBハード
ディスクを接続するようにしてください。

● 登録の手順については、次ページの「USBハードディスクを本機に登録する」をご覧ください。

● 複数台のUSBハブを経由して本機にUSBハードディスクを接続することはできません。
● 本機で接続確認済のUSBハードディスクとUSBハブについては、ホームページ（http://www.toshiba.co.jp/regza）をご覧くださ
い。

● 接続確認済機器でも、すべての動作を保証するものではありません。
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使用履歴のあるUSBハードディスクを接続したとき使用履歴のあるUSBハードディスクを接続したとき
● 本機に登録して使用し、登録を解除したUSBハードディス
クを接続した場合、以下の確認画面が表示されます。

機器の登録

録画用に登録されたことがある
ＵＳＢハードディスクを検出しました。

はい いいえ

再登録しますか？
登録時にハードディスクは初期化されません。

● 「はい」を選んで を押すと登録の処理が始まり、終わると
登録機器のリスト画面が表示されます。

※  再登録の場合、ハードディスクは初期化されません。

修理などで、本機内部のハードディスク登録情報記憶部が含
まれる部分を交換した場合や、本機を交換した場合は、それ
までに使用していたハードディスクは未登録（新しいハード
ディスク）として認識され、初期化して使用することになり
ます。初期化の際に録画内容はすべて消去されます。

  USBハードディスクの設定をする
● USBハードディスクを使用する場合は、必要に応じて以下
の設定をします。

1 を押し、 と で⇨「接続機器
設定」⇨「 USBハードディスク設定」の順
に進む

ＵＳＢハードディスク設定
外部連携設定
録画再生設定

ＨＤＭＩ連動設定
MHL連動機器→テレビ入力切換 連動する

接続機器設定

2 設定する項目を で選び、 を押し、
以降の手順で設定する

 機器の登録 機器の登録
● リストに「未登録」と表示されているUSBハードディスクを
登録したり、機器の登録名を変更したり、登録を解除したり
することができます。

※ 登録できるのは8台までです。

機器を登録するとき機器を登録するとき
※  はじめて登録するときには、USBハードディスクに保存
されている内容はすべて消去されます。

❶ 登録する機器を で選び、 を押す
❷ 登録の確認画面で、 で「はい」を選んで を押す
❸ 初期化の確認画面で、 で「はい」を選んで を押
す
• 初期化と登録の処理が始まります。

❹ 終わったら、登録結果の内容を確認し、 を押す

録画機器の準備をする

 USBハードディスクの設定をする
  USBハードディスクを本機に登録する

● 本機が未登録のUSBハードディスクを検出すると、「機器の
登録」の画面が表示されます。以下の手順で本機に登録しま
す。

1 で「はい」を選び、 を押す
● 登録しないときは「いいえ」を選びます。

機器の登録

新しいＵＳＢハードディスクを検出しました。
録画用に登録しますか？

登録時にハードディスクは初期化されます。

はい いいえ

※ 「いいえ」を選択した場合、そのUSBハードディスクは「機器
の登録」の画面で「未登録」となります。「未登録」のUSBハー
ドディスクを登録する場合は、次の「USBハードディスクの
設定をする」で「機器の登録」の操作をしてください。

2 初期化の確認画面で、 で「はい」を選
び、 を押す
● 登録の処理が始まり、終わると次の手順の画面が表

示されます。

3 登録名を変更する場合は、 で「はい」
を選び、 を押す
● 表示された登録名のままでよければ「いいえ」を選び

ます。

● 「はい」を選んだ場合は、文字入力画面が表示されま
す。登録名を入力して、 を押します。

● 文字入力方法については、 43 をご覧ください。
● （スペース）だけの名称は登録できません

4 登録したUSBハードディスクを録画機器にする場合は、 で「はい」を選び、
を押す
● 録画や予約などでの録画機器の初期候補が、今登録

したUSBハードディスクになります。
※ 録画機器は、録画や録画予約の際に変更することも
できます。

5 〈録画 ダビングのご注意〉などの内容を
読み、 を押す
● 録画中やムーブ中および録画予約が設定されている

ときは、本機やUSBハードディスクおよびハブなど
の電源プラグを抜かないようにしてください。

6 登録結果の内容を確認し、 を押す
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登録名を変更するとき登録名を変更するとき

❶ 登録名を変更する機器を で選び、 を押す
❷ で「はい」を選び、 を押す
❸ 文字入力画面で登録名を入力する

• 文字入力方法については、 43 をご覧ください。

登録を解除するとき登録を解除するとき
❶ 登録を解除する機器を で選び、 を押す

❷ で「はい」を選び、 を押す
● 予約が設定されているUSBハードディスク（録画予約ア
イコン付）は、再登録を促すメッセージ付の登録解除確
認画面が表示されます。

省エネ設定省エネ設定
● 複数のUSBハードディスクに対して個別に設定を変えるこ
とはできません。

※ 「省エネモード」に設定した場合、USBハードディスクが動
作するまでに時間がかかることがあります。「ハードディス
クがありません。」や、録画可能時間が「－－時間－－分」と表示
されるような場合は、少し待ってから操作してください。

※ USBハードディスクによっては、機器の表示ランプが「待
機」と「入」の状態を正しく示さないことがあります。

※ USBハードディスクによっては、「オフ」に設定していても、
USB ハードディスク側の省エネ機能によって、待機状態に
なることがあります。

❶ で以下から選び、 を押す
• オン ······ USBハードディスクの電源は、使用しない状態

がしばらく続くと待機状態になり、使う操作を
すると自動的に「入」になります。

• オフ ······ 本機の電源が「入」のとき、USBハードディスク
の電源は常時「入」の状態です。

機器の取りはずし機器の取りはずし
● USBハードディスクの電源を切ったり、接続ケーブルを抜
いたりするときには、その前にこの操作をします。

❶ 取りはずす機器を で選び、 を押す
❷ 確認画面で、 で「はい」を選び、 を押す
• 停止の処理が始まり、終了すると「USBハードディスク
を取りはずしできます。」のメッセージが表示されます。

❸ USBハードディスクを取りはずし、 を押す

動作テスト動作テスト
● USBハードディスクで以下の動作ができるかテストします。

❶ テストする機器を で選び、 を押す
● テストが始まります。終了までに数分間かかります。
● テストが終わると結果が表示されます。テスト結果が
「OK」となった動作ができます。
• 録画 ··············· ハイビジョン画質で録画ができるか
• 録画中の再生 ··· ハイビジョン画質で録画しながら番組再生

ができるか
• 録画中の早見早聞 ··· 録画中に早見早聞（ 64 ）ができるか

※ テスト結果は目安です。結果どおりの動作にならないこと
があります。

 機器の初期化 機器の初期化
● 正常に使用できなくなったUSBハードディスクは、初期化
をすれば使用できるようになる場合があります。

※  初期化をすると、USBハードディスクに保存されている
内容はすべて消去されます。

❶ 初期化する機器を で選び、 を押す
❷ 初期化の確認画面で、 で「はい」を選び、 を押す
❸ 初期化終了の画面で を押す

 録画に使用する機器を設定する
● 複数のUSBハードディスクを本機に登録している場合に、
録画に使用する機器を設定します。

1 を押し、 と で「接続機器設
定」⇨「録画再生設定」⇨「 録画基本設定」⇨
「 録画先」の順に進む

2 録画に使用する機器を で選び、 を
押す

録画先

USB 1 ハードディスク１

USB 3 ハードディスク３

USB 2 ハードディスク２
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 本機の情報 本機の情報
● スマートフォン、タブレットPCなどの端末機器から本機を
識別するための情報（デバイスネーム）を設定することがで
きます。

● お買い上げ時は本機の形名（例：REGZA-40G9）に設定さ
れています。

1 を押し、 と で「接続機器設
定」⇨「外部連携設定」⇨「 本機の情報」の
順に進む

2 を押し、文字入力画面で新しい名前を
入力する
● 文字入力方法については、 43 をご覧ください。
● 15文字以内で設定します。使用できる文字は半角大

文字英数字と「－」です。

● スマートフォンやタブレットPCなどの端末機器と本機を
ネットワークに接続し、端末機器で本機やネットワーク内
のレグザAppsコネクト対応機器（レコーダーなど）を操作
することができます。

● 本機のレグザAppsコネクト機能を使う場合は、以下の設定
をします。
※ 新しい認証方式に対応するアプリケーションでは、「ユー
ザー名」、「パスワード」の入力が不要なものがあります。

● レグザAppsコネクトの詳細については、ホームページ
（http://apps.toshiba.co.jp/）の「レグザAppsコネクト
（Regza Apps Connect）」をご覧ください。

本機と端末機器をネットワークに接続する
● 「インターネットを利用するための接続をする」の「接続のし

かた」( 84 ）を参照して、本機のLAN端子をルーターに
接続します。（インターネットに接続する必要はありません）

● ルーターのLAN端子に無線LANアクセスポイントを接続
し、端末機器を無線LANで接続します。

 レグザAppsコネクトの設定 レグザAppsコネクトの設定
● スマートフォンやタブレットPCなどの端末機器から本機に
アクセスするために必要な設定をします。

1 を押し、 と で「接続機器設
定」⇨「 外部連携設定」⇨「 レグザAppsコ
ネクト設定」の順に進む

レグザＡｐｐｓコネクト設定
本機の情報

外部連携設定

2 設定する項目を で選び、 を押し、
以降の手順で設定する
レグザAppsコネクト

ユーザー名
パスワード

利用する

未設定

レグザＡｐｐｓコネクト設定

● 文字入力方法については、 43 をご覧ください。

レグザAppsコネクトレグザAppsコネクト
● レグザAppsコネクトを利用するか利用しないかを設定し
ます。

❶ で「利用する」または「利用しない」を選び、 を
押す

ユーザー名ユーザー名
● 端末機器から本機にアクセスする際のユーザー名を16文字

以内で設定します。使用できる文字は半角英数字と「－」です。

❶ 文字入力画面でユーザー名を入力し、 を押す

パスワードパスワード
● 端末機器から本機にアクセスする際のパスワードを16文字

以内で設定します。使用できる文字は半角英数字と「－」です。

❶ 文字入力画面でパスワードを入力し、 を押す

録画機器やネットワーク機器の準備をする

スマートフォンなどで本機を操作できるようにする



55

録
画
・
予
約
を
す
る

● テレビ放送番組を録画するときは、以下の操作をします。

1 テレビ放送を見ているときに を押す
● 番組表が表示されます。

● ミニ番組表 36 からも録画できます。

2 録画する番組（放送中）を で選
んで、

す
を押す

● 番組指定録画画面が表示されます。

3 で「録画する」を選び、 を押
す

で選び 決定 を押す 戻る で前画面

ハードディスク１
録画可能時間

マイフォルダ

26時間50分

番組指定録画

○○○○○　○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

ＨＤ:1080i 16：9 光デジタルコピー1アナログコピー可ステレオ 字

録画先

テレビ

ＵＳＢ１

ダビング

指定しない 詳細設定

録画する見る 連ドラ予約

操作を選択してください。

7 地デジ071 4/16 PM  4:50 PM  4:59（水） ～テレビ東京

ニュース／報道

「録画する」を選びます。

● 現在の設定で録画が開始されます。

 設定を変更して録画する場合は、右の説明をご覧く
ださい。

● 外出する場合は、本機（テレビ）の電源を  「待機」また
は「切」にします。（録画は継続されます）

録画・予約をする

  番組を録画する
 録 録画を中止するとき画を中止するとき
● 録画を途中でやめるときは、以下の操作をします。録画予約
での録画中の場合も同様です。

● USBハードディスクの残量がなくなった場合は録画が自動
的に停止します。

※ レグザリンク対応の東芝レコーダーの録画は本機の操作で
は止まりません。機器側で録画停止の操作をしてください。

➊ 録画中に または を押す

➋ 「録画中止」の画面で、 で「はい」を選び、 を押
す

録画の設定を変更してから録画するとき録画の設定を変更してから録画するとき
❶ 手順3で「録画する」を選んでから「詳細設定」を選び、

を押す

26時間45分

詳細設定

設定完了

しない連動する

録画可能時間

放送時間

決定 を押す 戻る で前画面で選び

保護

録画先 ＵＳＢ １ ハードディスク１

● 詳細設定画面が表示されます。

詳細設定画面でできる設定
● 録画先の機器の変更

❶ 「録画先」で録画機器を選び、 を押す
❷ で「設定完了」を選び、 を押す

● 放送時間の変更

❶「放送時間」で「連動する」または「連動しない」を
選び、 を押す

• 連動する： 放送局から番組遅延の情報が送信され
ると、最大3時間までの遅れに連動し
て録画します。

• 連動しない： 番組遅延の情報とは連動せずに、録画
を開始するときに番組指定録画画面に
表示される番組終了時間まで録画しま
す。

❷ で「設定完了」を選び、 を押す

その他の録画設定を変更するとき
● 「録画予約や連ドラ予約の設定を変更するとき」

59 をご覧ください。
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● 番組表で番組を選んで予約します。

1 を押す
● 番組表が表示されます。

● ミニ番組表 36 からも録画予約できます。

2 予約する番組を で選び、 を
押す
● 番組指定予約画面が表示されます。

3 以下の操作で録画・予約をする● 録画機器や設定を変更する場合は、「録画予約や連ド
ラ予約の設定を変更するとき」59 の操作をしま
す。

で選び 決定 を押す 戻る で前画面

ハードディスク１
録画可能時間

マイフォルダ

26時間50分

番組指定予約

○○○○○　○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

操作を選択してください。

ＨＤ:1080i 16：9 光デジタルコピー1アナログコピー可ステレオ 字

4

録画先

ドラマ

地デジ041日テレ１

テレビ

4/16 PM  1:00 PM  1:55（水） ～

ＵＳＢ１

ダビング

録画予約 予約日時変更視聴予約 連ドラ予約

指定しない 詳細設定

❶ で「 視聴予約」、「 録画予約」、「連ドラ
予約」のどれかを選び、 を押す

• 視聴予約：指定した番組の視聴を予約します。
• 録画予約：指定した番組の録画を予約します。
• 連ドラ予約：同じ番組を毎回録画します。57 
※ レグザリンク対応の東芝レコーダーの場合は、「毎
予約」が表示されます。

❷ 「予約を設定しました。」が表示されたら、 を
押す

予約する日時を変更するとき予約する日時を変更するとき
● 再放送番組などで、1話から3話まで連続して放送

される場合など、１話目を番組表で予約し、以下の操
作で終了時間を3話目の終了時間に変更すると、1
話から3話まで一つの録画予約にすることができま
す。

❶ で「予約日時変更」を選び、 を押
す

❷メッセージが表示されたら、 で「はい」を選
び、 を押す

❸ 「日時を指定して予約をする」58 の手順3以
降の操作をする

 メッセージが表示されたとき

「予約数がいっぱいです。」が表示されたとき
● を押して、表示を消します。
 新規予約をする場合は、予約取り消し 60 の操作をしてか
ら、予約し直してください。

 マルチ表示の番組表で予約するとき
● 一つの放送局で別の番組を放送している場合、その番組を予
約するには番組表を「マルチ表示」37 に切り換えます。

● マルチ表示の番組表で同じ番組が並んでいる場合は、どちら
を選択しても予約できます。

ＮＨＫＥテレ東

地デジ 番組表

9
AM

10
AM

1 011 1 012 2

ＮＨＫ総合・東京 ＮＨＫ総合・東京
00うらデータ　５品
分！すべてメイン
ずぼら先生新メニ
秋葉原からの生還
北の国のわんこ　
気アイドル年齢サ
み事件続報

00　フルホース　

00激知りアワー　カラオ
ケキングとうとう１千
万円で豪華な賞品獲得
今日の朝刊早読みチェ
ック

　プライスクラッシュ
欲しかったあの話題…

00今日の散歩　今日の目
標はゆっくり５ｋｍ

00うれしい健康家族　こ 00うれしい健康家族　こ

00日本の経済　原油価格
高騰に苦しむあの業…

　プライスクラッシュ
欲しかったあの話題…

（水）
4/16

4/16 17（水） （木）

30　花壇のお手入れ　肥
料をやりましょう

30 30

選択したほうにつきます こちらにはミニアイコンがつきます

マルチチャンネル放送時の
別番組は、「マルチ表示」に
すれば予約できます

同じ番組の場合は、どちらを
選択しても予約できます

● 放送局の変更があった場合、予約どおりに動作しないこと
があります。

● 複数の番組が連続して予約されている場合、番組の最後の
部分が録画されません。

● 予約をした時間帯は番組表に赤色の帯で表示されます。
35 （東芝レコーダーへの予約は表示されません）

● 予約の確認や取消しについては 60 を、予約の優先順位
については 61 をご覧ください。

● 本機で「毎予約」で予約しても、機器によっては受け付けな
い（録画しない／録画機能が働かない）場合があります。

録画・予約をする

  番組表で予約する
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● 連続ドラマや連日放送されている同じ番組などを、毎回自動的に録画されるように予約することができます。
※ 録画機器がUSBハードディスクの場合に連ドラ予約ができます。

● 電源を「入」にしてからしばらくの間は連ドラ予約ができません。
● 連ドラ予約後に、番組情報が取得できなくなった場合や、追跡キーワードに該当する番組が検出できなかった場合は録画されません。
● 映などの囲い文字は［映］などと表示されます。また、漢字の旧字などの特殊な文字は表示されない場合があります。
● 予約の確認や取消しについては 60 を、予約の優先順位については 61 をご覧ください。

  連続ドラマを予約する

1 を押して、番組表を表示させる

● 番組表が表示されます。

● ミニ番組表 36 からも録画・録画予約ができます。

2 連ドラ予約をする番組を で選
び、
ド

を押す
● 現在放送中の番組を選んだ場合は「番組指定録画」画
面が、これから放送される番組を選んだ場合は、「番
組指定予約」画面が表示されます。

3 番組の録画先をUSBハードディスクに設定する
● 「録画予約や連ドラ予約の設定を変更するとき」

59 の操作で、「録画先」を設定します。

4 で「連ドラ予約」を選び、 を
押す
● 画面の図は、「番組指定予約」画面の場合の例です。

で選び 決定 を押す 戻る で前画面

操作を選択してください。
録画予約 予約日時変更視聴予約 連ドラ予約

ここを選びます。

5 「連ドラ予約」画面で内容を確認する● 番組名（連ドラ）や追跡基準の曜日などが正しく表示
されているか確認してください。

「連ドラ予約」がより正しく実行されるために
「録画予約や連ドラ予約の設定を変更するとき」59 
の操作で「連ドラ設定」の画面を表示させ、「追跡キー
ワード」の確認・編集をすることをおすすめします。

6 で「はい」を選び、 を押す

7 「予約を設定しました。」が表示されたら、を押す

視聴中の番組を連ドラ予約するとき視聴中の番組を連ドラ予約するとき
❶ を押し、 で「連ドラ予約」を選んで を押
す

❷ 手順5～7の操作をする

連ドラ予約の動作について連ドラ予約の動作について
● 連ドラ予約は、追跡基準（指定した番組の放送曜日と開始時
刻）と、追跡キーワード（番組名など）をもとに、次回の番組を
検索して自動的に録画予約をする機能です。
※ 追跡基準（開始時刻）の前後約２時間が検索されます。

● 追跡キーワードには連ドラ予約をした番組の番組名、追跡基
準には番組の放送時間が自動で設定されます。

メッセージが表示されたときメッセージが表示されたとき
● 「メッセージが表示されたとき」56 に従って操作してく
ださい。
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● 日時指定予約では放送時間連動の設定はできません。
● 予約の確認や取消しについては 60 を、予約の優先順位については 61 をご覧ください。

録画・予約をする

  日時を指定して予約をする／ 番組を検索して録画・予約をする
7 「予約を設定しました。」が表示されたら、「予約

を押す

メッセージなどが表示された場合メッセージなどが表示された場合
● 「設定した時間帯はこれ以上予約ができません。」、「予約数が

いっぱいです。」のメッセージ表示された場合の操作につい
ては、56 をご覧ください。

番組を検索して録画・予約をする

1 を押す
● 番組表が表示されます。

2 （番組検索）を押す
● 番組検索画面が表示されます。

4/16 PM  4:52（水）番組検索

検索条件を指定してください。

ジャンル

キーワード

番組記号

16（水），17（木），18（金），19（土），20（日），21（月），22（火），23（水）日付

チャンネル

有料番組 含まない

すべて

ゴルフ

指定なし

指定なし

映画新番組新

ゴルフ

検索開始

で選び 決定 で検索開始 戻る で前画面

3 「条件を絞りこんで番組を探す」39 の手
順3 ～ 5の操作をして、録画・予約した
い番組を検索する

4 「番組検索結果」画面から録画したい番組を で選び、 を押す
番組検索結果

検索グループ名：ニュース／報道

地デジ 071字ＮＥＷＳ

地デジ 041首都圏のニュース

地デジ 051Ｎｅｗｓチャンネル

地デジ 081今日のニュース

地デジ 031夕方のニュース

地デジ 011ニュース各地から

地デジ 061報道！

地デジ 011ニュース[鷹の祭典]

地デジ 041ニュース

7

4

5

8

3

1

6

放送中

放送中

放送中

放送中

字

字

Ｓ

4/16 PM  4:50（水）

4/16 PM  4:50（水）

4/16 PM  4:50（水）

4/16 PM  4:50（水）

4/16 PM  5:00（水）

4/16 PM  5:05（水）

4/16 PM  5:50（水）

1

4

4/16 PM  6:00（水）

4/16 PM  6:45（水）

4/16 PM  4:56（水）

で選び 決定 を押す 戻る で前画面 番組説明黄

5 録画・予約をする● 操作方法は、「番組を録画する」55 の手順3 と同じ
です。

● 放送予定の番組を選んで予約をした場合には、「番組
検索結果」の画面に戻ります。ほかの番組の予約を続
けることができます。

 日時を指定して予約をする

1 を押し、 で「予約リスト」を選
び、 を押す
● 予約リストが表示されます。

2 を押す
● 日時指定予約画面が表示されます。

3 録画予約の日時を設定する
予約する日、開始時刻、終了時刻を設定してください。

　４/１6（水） PM　５ ２８： PM　５ ２８：～

予約時間　0時間 00分

で項目選択 決定 で次へ進む 戻る で前画面で設定変更

❶ 設定する項目を で選び、 で日時を設定
する
● 6週間先まで指定できます。
● 特定の日のほかに、「毎日」、「毎週（日）」～「毎週
（土）」、「月～木」、「月～金」、「月～土」などの繰返し
録画も選べます。

● 設定できる時間は最大23時間59分です。

❷ 設定が終わったら、 を押す

4 録画するチャンネルを設定する

で項目選択 決定 で次へ進む 戻る で前画面で設定変更

予約するチャンネルを設定してください。

契約されていないチャンネルを指定すると予約実行時に視聴することができません。
〈ご注意〉

地デジ テレビ 地デジ011 ＮＨＫ総合１・東京1

❶ 設定する項目を で選び、 で内容を選ぶ
• 放送の種類········· 地デジ／BS／ CS
• 放送メディア ····· テレビ／ラジオ（BS、110度CS

のみ）／データ
• チャンネル········· 指定された放送の種類やメディ

アに該当するチャンネル

❷ 設定が終わったら、 を押す

5 録画設定を変更する場合は、59 の手順
で操作をする

6 で「視聴予約」または「録画予約」を選
び、 を押す

予約の種類を選択してください。

録画先

録画可能時間

マイフォルダ 詳細設定

ドディ ク

26時間50分

決定 を押す 戻る で前画面で項目選択

視聴予約 録画予約

指定しない
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59

 録画予約や連ドラ予約の設定を変更するとき
1 録画・録画予約・連ドラ予約画面などで、「 詳細設定」を で選び、 を押す

● 録画・録画予約の「マイフォルダ」の設定は、画面上の「マイフォルダ」を選んで変更します。

「マイフォルダ」を変更するとき「マイフォルダ」を変更するとき

❶ 録画・録画予約画面で、「マイフォルダ」を で選び、 を押す
❷ で設定したいフォルダグループを選び、 を押す

2 設定する項目を で選び、 を押す
※ そのときの状況によって、設定や変更ができない項目があります。（「×」は設定がありません）

3 で内容を選び、 を押す

4 で「設定完了」を選び、 を押す

項　目 内　容 USB
ハードディスク

レグザリンク対応
の東芝レコーダー

 録画先 • 録画をする機器を選びます。 ○ ○※

 マイフォルダ
• 番組の再生時に探しやすくするために、録画時にフォルダ分けします。
 再生のときに録画リストを「マイフォルダ別」の表示にすれば、保存した「マイフォルダ」の中

から番組を探すことができます。「マイフォルダ」の名称は変更することができます。69 
○ ×

保護 • 録画する番組を保護する（消さないようにする）かどうかを設定します。
 録画後に設定することもできます。67 

○ ×

連ドラ

• 文字入力画面が表示され、必要に応じて連ドラの名称を編集することができます。（再生の
際に「連ドラ別」の録画リストから番組を探しやすい名称などに編集します）

• 文字入力のしかたは、43 をご覧ください。
• 連ドラの名称（連ドラグループ名）はあとで変更することもできます。69 

○ ×

 追跡キーワード • 文字入力画面が表示され、必要に応じて連ドラ予約の追跡キーワードを編集することがで
きます。（1回の放送に限られるようなキーワードは削除しておきます） ○ ×

 追跡基準 • 必要に応じて、連ドラ予約をする番組の録画曜日と時間を設定することができます。 ○ ×

 上書き録画 • 連ドラ予約の場合に上書き録画の設定をします。
 上書き録画にすると前回の録画番組が削除されます。 ○ ×

 放送時間
•  放送局から番組遅延の情報が送信されると、最大3時間までの遅れに連動して録画をする

機能です。（放送時間の繰上げには対応できません）
• ほかの予約と時間帯の一部が重なったときの優先順については 61 をご覧ください。

○ ○

録画品質

• 「 録画品質」を選択すると、設定メニューが表示されます。
 •「 ハイビジョン画質（DR）」
 デジタル放送をそのままの画質で録画します。
 •「 録画先の設定画質」
 録画機器側で設定されている録画モードから選択します。

× ○

※ レグザリンク対応の東芝レコーダーに録画予約した番組は本機では確認や設定の変更などはできません。レコーダー側で確認や取消し
などの操作をしてください。
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録画・予約をする

    予約の確認・変更・取消しをする

1 を押し、 で「予約リスト」を選
び、 を押す
● 予約リストが表示されます。

2 予約の確認や変更、取消しをする番組をで選び、
変
を押す

予約リスト

予約番組 録画先

USB1

USB1

4/16 AM  9:40（水）

4/16 AM10:00 AM10:55（水） ～

4/16 PM  1:30 PM  1:55（水） ～
○○○○○○○○○○○○○○！

Ｓ

BS　103 NHKBSプレミアム USB13 4/16 AM  9:45 AM  9:58（水） ～
○○○○○○字

BS　103 NHKBSプレミアム3

BS　141 BS日テレ4

BS　103 NHKBSプレミアム3

BS　151 BS朝日15

BS　151 BS朝日15

BS　151 BS朝日15

BS　151 BS朝日15

USB14/16 PM  7:00 PM  8:45（水） ～
○○○○○○○○○○

USB14/16 PM  7:15 PM  8:55（水） ～

ーー4/16 PM  7:30 PM  7:54（水） ～
○○○○○○○○

決定 で予約内容確認 新規予約青 で番組説明黄で選び

○○○○○○○○○○

ーー4/16 PM10:00 PM10:55（水） ～
○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○！

ーー4/16 PM  7:55 PM  8:55（水） ～
○○○○○○○○○○

録画や予約状況、上書き保存などのアイコンが表示されます。
　　　　は他の番組と予約が重複していることを表します。

● 番組説明を見るには、 を押す前に （番組説
明）を押します。

● 予約の重複がある場合は、その中からどれか予約を
取り消す番組を選択します。

3 以下の操作をする
 予約を取り消すとき 予約を取り消すとき

❶ で「はい」を選び、 を押す

予約内容確認／取り消し

予約を取り消しますか？

はい いいえ

で選び 決定 を押す 戻る で前画面

26時間50分
ハードディスク１ＵＳＢ１録画先

録画可能時間
マイフォルダ 指定しない 詳細設定

○○○○○○○○○○

地デジ011ＮＨＫ総合・東京1 4/17 PM  7:00 PM  8:45（木） ～

録画設定を変更するとき録画設定を変更するとき
● 前ページの「録画予約や連ドラ予約の設定を変更す

るとき」の操作をします。

連ドラ予約を取り消すとき連ドラ予約を取り消すとき

❶ で「はい」を選び、 を押す

○○○○○　○○○○ PM  1:00 PM  1:55～4/16（月）

予約内容確認／取り消し

予約を取り消しますか？

詳細設定はい いいえ

決定 を押す 戻る で前画面で選び

○○○○○　○○○○ PM  1:00 PM  1:55～4/17（木）

○○○○○　○○○○ PM  1:00 PM  1:55～4/20（日）

○○○○○　○○○○ PM  1:00 PM  1:55～4/19（土）

○○○○○　○○○○ PM  1:00 PM  1:55～4/18（金）

26時間50分

○○○○○　○○○○

録画先
録画可能時間
マイフォルダ

追跡基準
連ドラ

PM  1:55～PM  1:00毎　日
ＵＳＢ1 ハードディスク１

指定しない

予約内容を変更する場合予約内容を変更する場合

❶ で「詳細設定」を選び、 を押す
❷ で設定を変更する項目を選び、 を
押す
● 設定画面に表示されている項目の内容について
は、前ページの「録画予約や連ドラ予約の設定を変
更するとき」の表を参照してください。

❸ で「設定完了」を選び、 を押す

● 予約の確認や取消し、録画設定や連ドラ設定の変更をすることができます。
※ レグザリンク対応の東芝レコーダーに録画予約した番組は本機では確認や設定の変更などはできません。レコーダー側で確認
や取消しなどの操作をしてください。
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 予約・録画の優先順位と予約の動作について
● 番組情報が更新されるタイミングによっては正しく録画さ
れないことがあります。

● 終了時刻が未定のままで、継続して録画される時間は3時間
までです。

● 番組情報（放送時間）が変更され、「録画予約」と「連ドラ予約」
が同時刻で重なった場合は「録画予約」が優先録画されます。

 予約の動作について
● 予約設定後、本機の動作は以下のようになります。
※ レグザリンク対応の東芝レコーダーに予約した場合は、予約
終了の時点で本機の関与は終了し、以下の動作はしません。

予約した番組放送が始まるとき

● 録画予約の場合は、予約した番組のチャンネルに切り換
わる場合があります。

● 予約した視聴制限のある番組が始まるときは、メッセー
ジが表示されます。 を押し、暗証番号（ 109 ）を入力
してください。

予約した番組の放送中

● 録画予約した番組の録画中に操作できないボタンを押す
と、録画中を知らせるメッセージが表示されます。

● 録画予約した番組の録画が始まると、左記の優先順に
従って他の録画は中止されます。

予約した番組の終了後

● 本機を通常どおり使用できます。

  予約・録画の優先順位について
「録画予約」が最優先されます「録画予約」が最優先されます
● 録画予約と他の録画が重なった場合、録画予約が優先され
て、他の録画は中止または取消しになります。

録画予約 ＞
優先順1位 優先順2位

•「番組指定録画」画面
　からの録画

• ムーブ
• おまかせ録画

この中は、先の操作が
優先されます

放送時間が変更されたとき放送時間が変更されたとき
● 予約した番組の放送時間が変更されて、他の予約番組と重
なったときは、以下の優先順位で録画されます。

「放送時間」を「連動する」に設定した予約番組と「連動しない」
に設定した番組が重なった場合

● 「放送時間」を「連動する」に設定した番組が優先されます。
例 「放送時間」を「連動する」に設定していた予約Aが時間変
更に対応したため、予約Aと重なった部分の予約Bは録
画されません。

時間変更
予約A

「放送時間連動する」

予約B
「放送時間連動しない」

「放送時間」を「連動する」に設定した複数の予約番組が重なっ
た場合

❶ 開始時刻が変更された場合
● 開始時刻の早い予約が優先されます。
例 予約Aの変更後の開始時刻よりも、予約Bの開始時刻
が早くなるので、予約Aは取り消されます。

時間変更
予約A

「放送時間連動する」

予約B
「放送時間連動する」

❷ 放送時間が延長された場合
● 先に録画を開始した番組の時間延長が優先されます。
例 先に録画を開始し、放送時間延長に対応した予約Aが優

先されます。開始時刻の遅い予約Bは取り消されます。

時間延長
予約A

「放送時間連動する」

予約B
「放送時間連動する」

❸ 複数の予約番組の開始時刻が同じになった場合
● 最初に予約設定した番組が優先され、2番目以降に設
定した番組の予約は取り消されます。
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録画・予約をする

  おまかせ録画
● おまかせ録画はクラウドサービス情報を利用して、興味のあるキーワード（人物も含む）のコミュニティを選ぶだけで自動録画
する機能です。

 おまかせ録画は、USB(録画専用）端子に接続したUSBハードディスクに録画されます。おまかせ録画について詳しくは、ホー
ムページ（http://www.toshiba.co.jp/regza/）をご覧ください。
※ おまかせ録画は、録画を保証するものではありません。確実に録画したい番組は、番組表などから録画予約をしてください。

おまかせ録画に必要な準備
● おまかせ録画を利用するには、以下の接続と設定が必要です。

必要な接続・設定 記載ページ

• インターネットを利用するための接続をする。
• インターネットを利用するための設定をする。
• 「ネットワークサービス利用設定」を「利用する」に設定する。
• おまかせ録画コミュニティ※を登録する。

84 
85 ～ 86 
86 

※ おまかせ録画コミュニティについては、「クラウド操作ガイド」やホームページ（http://www.toshiba.co.jp/regza/）をご覧く
ださい。

 おまかせ録画について

おまかせ録画の設定についておまかせ録画の設定について
● を押して、クラウドサービスの画面を表示させ、クラ

ウドサービスの画面から設定します。
• おまかせ録画の設定については、クラウドサービスの画
面に表示される「クラウド操作ガイド」やホームページ
（http://www.toshiba.co.jp/regza/）をご覧ください。

録画について録画について
● 地上デジタル放送／BSデジタル放送／110度CSデジタ
ル放送のテレビ放送を録画します。
• 字幕放送・映像／音声ESは録画されます。
• 視聴年齢制限番組、非契約番組は録画されません。

● おまかせ録画と番組表などから予約した通常録画予約が重
なる場合は、通常録画予約が優先されます。
• 通常録画予約とおまかせ録画の予約が同時間帯に重なっ
たときは、通常予約が優先されおまかせ録画は予約され
ません。おまかせ録画予約が先に行われている場合は、番
組表などから通常予約の操作をすると、予約が重なって
いることをお知らせする画面が表示されます。

● おまかせ録画の最大予約件数は32件です。
• おまかせ録画予約の設定をすると、おまかせ録画予約用
に予約件数を32件確保されます。このとき、通常録画予
約の最大予約件数は96件になります。

USBハードディスクの録画領域についてUSBハードディスクの録画領域について
● おまかせ録画は、通常録画とは別にUSBハードディスクに
録画領域を用意します。
• おまかせ録画領域の設定は、クラウドサービスの画面か
ら行います。

• 通常録画領域とおまかせ録画領域を合わせて、USBハー
ドディスクの総容量となりますので、ご注意ください。

● 録画番組は、通常録画とおまかせ録画を合わせて2000件ま
で録画できます。

おまかせ録画を設定しているときの録画予約、録おまかせ録画を設定しているときの録画予約、録
画済番組について画済番組について
● おまかせ録画の設定をすると、録画リストの予約アイコンに
「おまかせ」がつき、分類タブに「おまかせ」が追加されます。
おまかせ録画された番組は、分類タブの「おまかせ」に表示さ
れます。

おまかせ録画の自動削除についておまかせ録画の自動削除について
● おまかせ録画番組は、おまかせ録画領域の要領が足りなくな
ると、古い番組から順に自動削除されます。
• おまかせ録画の自動削除は解除できません。

おまかせ録画から通常録画への変更についておまかせ録画から通常録画への変更について
● おまかせ録画予約またはおまかせ録画番組は、以下の操作で
通常録画予約または通常録画番組に変更することができま
す。
• おまかせ録画予約は、予約内容確認画面で を押すと
通常録画予約に変更できます。

• おまかせ録画番組は、録画リストで を押し、「通常
番組に変更」を選ぶと、通常番組に変更することができま
す。

• おまかせ録画番組は、ムーブすると自動的に通常番組に
変更されます。

おまかせ録画でのご注意おまかせ録画でのご注意
● 画面に表示される録画可能時間は、USBハードディスクの
通常録画領域の容量をもとに表示されます。

● おまかせ録画の設定を解除したり、おまかせ録画の録画先の
USBハードディスクを変更したりすると、おまかせ録画予
約は、すべて削除されます。
• おまかせ録画番組は削除されません。

● 「ネットワークサービス利用設定」86 を「利用しない」に
変更すると、おまかせ録画の設定は解除されます。
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再生する

  録画した番組を再生する
● USBハードディスクに録画した番組を見るには、以下の操作をします。

 再生の基本操作とさまざまな再生のしかた

1 を押す

2 必要に応じて録画リストの表示を変える● 分類タブとグループタブについては、下の図を参照
してください。

❶ • で分類タブを切り換える
• すべて ·············   すべての録画番組が表示されます。
• 未視聴 ·············  未再生の録画番組が表示されます。
• 曜日別 ·············  録画した曜日ごとに表示されます。
• ジャンル別 ·····  ドラマや映画などのジャンルごと

に表示されます。番組情報がない
場合は、「その他」に分類されます。

• 連ドラ別 ·········  「連ドラ予約」の予約ごとに表示さ
れます。

• マイフォルダ別 ···  指定した「マイフォルダ」ごとに表
示されます。

❷ でグループタブを切り換える
● 分類が「すべて」と「未視聴」の場合はグループタブ
はありません。

3 見たい番組を で選び、 を押す
● 選んだ番組の再生が始まります。
● 前回、再生を途中で停止した番組を選んだ場合は、続
きから再生されます（ レジューム再生）。

● 番組を最後まで再生し終わると、そのまま静止状態
になり、しばらくするとテレビの放送になります。

● 再生中にできるリモコン操作については、次ページ
をご覧ください。

 

4 番組再生を終了するには、 または
を押す

● 放送画面などに戻ります。

番組の冒頭から再生する－ 番組の冒頭から再生する－   頭出し再生頭出し再生
❶ 再生する番組を で選び、 を押す

録画中の番組を再生する－録画中の番組を再生する－  追っかけ再生追っかけ再生

❶ 録画中の番組を で選び、 を押す

再再生中にタイムサーチで再生位置を指定する生中にタイムサーチで再生位置を指定する

❶ を押し、 で「サーチ」を選び、 を押す
● 画面右上に サーチ ー ー：ー ー：ー ー が表示されます。

❷ ～ (0)で時間を指定する
例 冒頭から1時間25分5秒後の位置を指定するとき

(0) (0) の順に押します。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 4/15（火）

○○○○○○○○○○○○○○ 4/15（火）

○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 4/14（月）

○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 4/14（月）

○○○○○○○○○○○○○○ 4/13（日）

○○○○○○○○○○○○○○ 4/13（日）

録画リスト

スポーツ ドラマ 音楽 バラエティﾜｲﾄﾞｼｮｰ

未視聴 曜日別すべて 連ドラ別 マイフォルダ別

地デジ 011
ＮＨＫ総合１・東京

録画可能時間：22時間45分

残量：46% 自動削除

新しい順

ＨＤ

ジャンル別

2014/4/16（水） PM  9:00（01:58）
4.0%

2/30

で選び 決定 を押す サブメニューリスト切換

ＵＳＢ1 ハードディスク１

　　○○○○○○○○○ 4/16（水）

　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 4/16（水）

　　○○○○○○○○○○○○○○○○ 4/15（火）

　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 4/15（火）

頭出し再生青 削除赤 番組検索緑 ムーブ黄

録画リスト（例）分類タブ

使用中の機器

機器の情報

選択中の録画番組の情報

グループタブ
分類タブが「すべて」と「未
視聴」では表示されません。

選択中の録画番組が再
生画面に表示されます。

未再生の番組

録画中アイコン

選んだ番組の番号／
録画番組数

保護アイコン

番組の並び順

放送日

各マイフォルダのアイコン

上書きアイコンコピー制御アイコン

操作ガイド

自動削除機能が有効の
ときに表示 自動削除

● 番組冒頭部分の約2秒間を飛ばして再生が始まります。（録画は番組開始時刻の約2秒前から開始されるようになっています）
■ 録画リストについて
● 録画開始直後の番組は、録画リストに表示されるまでに少し時間がかかります。
● 録画リストに表示できる最大数は2000番組までです。これを超えて録画した機器は、正しく動作しないことがあります。
● 機器に記録されている情報によっては、選択中の録画番組の情報が正しく表示されないことがあります。
● コピー制御アイコンは番組の情報として表示されます。本機は録画番組のムーブにのみ対応しています。
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 再生する

  録画した番組を再生する　つづき

 録画番組の 再生中にできるリモコン操作

クリア音声

サブメニュー

クリア音声音声

サブメニュー
 

ボタン 内　容

 一時停止、早送り/早戻し再生から通常の再生に戻します。
• 再生中に繰り返し押すと、1.5倍の速さの音声付早送り再生「 早見早聞」と

通常の再生が交互に切り換わります。
• 放送番組の視聴中に押すと、USBハードディスクの録画番組の最後に
視聴した番組の続きが再生されます。

再生中に押すと一時停止になり、もう一度押すと一時停止が解除されます。

再生を終了し、放送画面などに戻ります。

 早送り再生をします。（押すたびに速さが変わります）

 早戻し再生をします。（押すたびに速さが変わります）

再生中または早見早聞での再生中に押すと、30秒ほど先に進んで再生し
ます。（ ワンタッチスキップ）

再生中または早見早聞での再生中に押すと、10秒ほど戻って再生します。
（ ワンタッチリプレイ）

再生中に押すと、録画リストが表示されます。
• 放送番組視聴時などに押した場合も録画リストが表示されます。

※ 録画番組によっては、「早見早聞」が正しく動作しないことがあります。
※ 録画中の番組再生での早送り/早戻し再生などの特殊再生機能は、正しく動作しないことが
あります。

※ 録画番組によっては、一時停止やワンタッチスキップなどの特殊再生操作をしたときに映像
が表示されなくなる場合があります。その場合は、 で通常再生に戻してから再
度特殊再生の操作をしてください。

※ 録画番組によっては、「早見早聞」が正しく動作しないことがあります。
※ 録画中の番組再生での早送り/早戻し再生などの特殊再生機能は、正しく動作しないことがあります。
※ 録画番組によっては、一時停止やワンタッチスキップなどの特殊再生操作をしたときに映像が表示されなくなる場合がありま
す。その場合は、 で通常再生に戻してから再度特殊再生の操作をしてください。

 ワンタッチスキップ／ワンタッチリプレイの時間を変更する ワンタッチスキップ／ワンタッチリプレイの時間を変更する
● ワンタッチスキップとワンタッチリプレイの時間を変更することができます。お買い上げ時の設定のように、飛ばす時間より
も戻す時間を短く設定しておくと、飛ばしすぎて戻すときに便利です。

❶ を押し、 と で「接続機器設定」⇨「 録画再生設定」の順に進む

❷ で「 ワンタッチスキップ設定」または「 ワンタッチリプレイ設定」を選び、 を押す

➌ で時間を選び、 を押す
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録画番組の情報や番組説明を見る
番組の情報を見る番組の情報を見る
❶ 再生中に を押す
● 再生中の番組の情報が表示されます。
 ● しばらくすると番組情報の表示は消えます。

地デジ 011

ＵＳＢ１ハードディスク１
○○ロードショー　「○○○○○○○○」○
○○○○○○○○○○

テレビ ステレオＨＤ １６：９

PM  5:08

2014/ 4/16 （水） PM  9:00～PM10:54

01:54:0000:47:32

機器

再生タイムバー

録画番組の情報
番組名、放送チャンネル、
放送時刻など

動作状態 再生位置 番組総時間再生位置カウンター

❷ 表示を消すには、もう一度 を押す

番組説明を見る番組説明を見る
❶ を押し、 で「番組説明」を選び、 を押
す
● 番組説明画面が表示されます。

❷ 番組説明画面を消すには、 を押す
● しばらく放置した場合にも消えます。

 録画番組を修復する
● 録画中に停電したり、電源プラグを抜いてしまったりする
と録画番組が正しく保存されず、そのままでは再生できま
せん。このような場合、「録画番組の修復」をすると、録画さ
れた内容を再生できるようになることがあります。

❶ を押し、 と で「接続機器設定」⇨「USB
ハードディスク設定」の順に進む

❷ で「 録画番組の修復」を選び、 を押す
❸ 番組を修復する機器を で選び、 を押す
❹ 確認画面で、 で「はい」を選び、 を押す
● 修復の処理が始まります。終わるまでそのままお待ちく
ださい。

❺ 「録画番組の修復を行いました。」が表示されたら、
を押す

● この操作には、30分程度かかる場合があります。
● 録画番組を修復できなかった場合は、「録画番組の修復が
できませんでした。」が表示されます。

※ 録画番組が修復できた場合でも、通常再生以外の再生機
能は正しく動作しないことがあります。

 シーン検索機能について
● を押すと、録画をより便利に楽しくお使いいただけ
るクラウドサービスが利用できます。使いかた（操作方法な
ど）については、画面に表示される「クラウド操作ガイド」や
ホームページ（http://www.toshiba.co.jp/regza/）をご覧
ください。

シーン検索機能の利用に必要な準備シーン検索機能の利用に必要な準備
● インターネットへの接続と設定（ 84 ～ 86 ）が必要で

す。
● 「ネットワークサービス利用設定」の設定（ 86 ）が必要で
す。

 タグリストについて
● 録画した番組を再生中に を押して「タグリスト」を
選ぶと、録画をより便利に楽しくお使いいただけるクラウ
ドサービスが利用できます。使いかた（操作方法など）につ
いては、画面に表示される「クラウド操作ガイド」やホーム
ページ（http://www.toshiba.co.jp/regza/）をご覧くださ
い。

タグリストの利用に必要な準備タグリストの利用に必要な準備
● インターネットへの接続と設定（ 84 ～ 86 ）が必要で

す。
● 「ネットワークサービス利用設定」の設定（ 86 ）が必要で
す。
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再生する

見たい録画番組を探して再生する
● USBハードディスクに録画した番組の中から、視聴したい番組を探すことができます。
● ジャンル、キーワードなどの検索条件を指定して録画番組を検索します。
● 録画番組のグループ（タブ）ごとに検索条件を設定できます。
※ USBハードディスクへの録画中は検索できません。

1 録画リストの表示中に を押す

2 で「 番組検索」を選び、 を押す
● 録画番組検索画面が表示されます。

3 検索するグループのタブを で選ぶ

4/16 PM  4:52（水）

検索条件を指定してください。

ゴルフ

キーワード

番組記号

日付

チャンネル すべて

ゴルフ

指定なし

指定なし

指定なし

映画新番組新

録画番組検索

ジャンル ゴルフ

検索開始

で選び 決定 で検索開始 戻る で前画面

検索グループごとのタブ

4 検索条件を指定する● 「ジャンル」、「キーワード」、「番組記号」の指定方法
は、「条件を絞りこんで番組を探す」39 の手順3 と
同じです。ほかの項目は以下の手順で指定します。

「日付」を指定するとき「日付」を指定するとき

❶ で「日付」を選び、 を押す

日付指定

検索する日付を選択してください。

指定する ２０１4    4 １6 ～

で選び 決定 を押す 戻る で前画面

２０１4    4 １6

❷ で左端の欄に移動し、 で「指定する」
を選ぶ

❸ で欄を移動し、検索範囲の開始～終了の
年、月、日を で選ぶ

❹ 指定が終わったら、 を押す

 

「チャンネル」を指定するとき「チャンネル」を指定するとき

❶ で「チャンネル」を選び、 を押す
❷ 指定する項目を で選び、 で内容を選
ぶ

チャンネル指定

検索するチャンネルを選択してください。

すべて

で選び 決定 を押す 戻る で前画面

放送の種類 チャンネル

• 放送の種類···  すべて／BS／CS／地デジ
• チャンネル···  指定した放送の種類に該当するチャ

ンネル／すべて

❸ 指定が終わったら、 を押す

5 で「検索開始」を選び、 を押
す
● 検索にはしばらく時間がかかることがあります。
● 検索が終わると、検索結果画面が表示されます。

6 見たい録画番組を で選び、 を押す

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 4/15（火）

○○○○○○○○○○○○○○ 4/15（火）
地デジ 011
ＮＨＫ総合１・東京

録画可能時間：22時間45分

残量：46% 自動削除

ＨＤ

2014/ 4/15（火） PM  9:00（01:54）
4.0%

1／6ＵＳＢ1 ハードディスク１

　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 4/15（火）

　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 4/15（火）

　　○○○○○○○○○○○○○○○○ 4/15（火）

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 4/15（火）

録画番組検索結果

検索グループ名：ドラマ

で選び 決定 を押す 番組説明黄

● 選んだ番組の再生が始まります。
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 不要な 録画番組を消す／誤って消さないように保護する
● 見終わった録画番組などを消したり、消さないように保護したりする場合は、録画リストの表示中に以下の操作をします。

 一つの録画番組を消す

1 消す番組を で選び、 （削除）を押
す
● 保護されている録画番組を消す場合は、保護を解除
（右下参照）してから を押してください。

2 で「1件削除」を選び、 を押す

3 確認画面で、 で「はい」を選んで を
押す

選択した番組を削除しますか？

はい いいえ

で選び 決定 を押す 戻る で前画面

4 削除が終了したら、 を押す
● 録画リストが表示されます。

 複数の録画番組を消す

1 消す番組のどれかを で選び、 （削
除）を押す

2 で「複数削除」を選び、 を押す

3 消す番組を で選び、 を押す
● を押すたびに、 と が交互に切り換わります。
 削除する番組に をつけます。
● 保護された番組を消す場合は、その番組を選び、
を押して保護を解除してから を押します。

録画リスト

スポーツ ドラマ 音楽 バラエティﾜｲﾄﾞｼｮｰ

未視聴 曜日別すべて 連ドラ別 マイフォルダ別ジャンル別

　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　　○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○

ＮＨＫ総合１・東京

残量：46% >> 64.8% 自動削除

ＨＤ

2014/ 4/14（月） PM  9:00（03:00）

で選び 決定 で選択／取消 戻る でキャンセル 保護／保護解除青 削除実行赤

ＵＳＢ1 ハードディスク１

○○○○○○○○○○○○

　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

地デジ 011

録画可能時間：22時間45分

6.0%

4/14（月）

4/14（月）

4/13（日）

4/13（日）

4/13（日）

4/13（日）

4/15（火）

4/15（火）

4/14（月）

4/14（月）

新しい順4/30

をつけた番組が削除されます は　　 で解除してから

4 選択が終わったら （削除実行）を押す

5 確認画面で、 で「はい」を選び、 を
押す

6 削除が終了したら、 を押す
● 録画リストが表示されます。

 

グループ内の録画番組をすべて消す

1 まとめて消すグループの録画リストを表示させる
● 「録画した番組を再生する」63 の手順2 をご覧く
ださい。

2 （削除）を押し、 で「グループ内
全削除」を選び、

押
を押す

3 確認画面で、 で「はい」を選び、 を
押す

4 削除が終了したら、 を押す
● 録画リストが表示されます。

 自動的に消す（自動削除設定）
● お買い上げ時は、USBハードディスクの容量が足りなく
なったときに、保護されていない古い録画番組が自動的に
削除されるように設定されています。削除されないように
する場合は「削除しない」に設定してください。

1 を押し、 で「 自動削除設定」を
選び、 を押す

2 で「削除する」または「削除しない」を
選び、

「削
を押す

 誤って消さないように保護する
● 自動削除機能で削除されたり、誤って消してしまったりし
ないように、 録画番組を保護することができます。

※ 録画中にこの操作はできません。

1 保護する番組を で選び、 を押
す

2 で「保護」を選び、 を押す
● 選択した番組が保護されます。（ がつきます）
● 保護されている番組を選択してサブメニューを表示
させると、「保護解除」ができます。
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再生する

 録画リストのさまざまな機能を使う
● 録画リストの表示中に以下のさまざまな機能を使うことができます。

繰返し再生の設定を変える
● 録画番組の繰返し再生（ リピート再生）を設定することがで
きます。

● 設定した状態は本機に記憶されます。

1 を押し、 で「再生設定」を選
び、 を押す

2 で以下から選び、 を押す
• １コンテンツリピート ···  選択した一つの番組の再生を

繰り返します。
• リピート ······················  すべての番組の連続再生を繰

り返します。
• オフ ······························  繰返し再生をしません。

● リピート再生をしているときは、画面左上にリピート再生
アイコンが表示されます。（1コンテンツリピート： 、リ
ピート： ）

● 録画中の番組はリピート再生ができません。

 番組を並べ替える
● 録画リストに表示される番組の並び順を変えることができ
ます。

● 設定は機器ごとに記憶されます。

1 を押し、 で「並べ替え」を選
び、 を押す

2 で以下から選び、 を押す
• 新しい順 ············  日付の新しい順に表示されます。
• 古い順 ················ 日付の古い順に表示されます。

ほかの機器を選択する
● 再生する機器を変更するには以下の操作をします。

1 を押し、 で「機器選択」を選
び、 を押す
● 機器選択画面が表示されます。
※ 機器が1台しか接続されていない場合は、メッセー

ジが表示されます。

2 使用する機器を で選び、 を
押す

 

連ドラ予約をする
● 録画リストに表示されている番組を選んで、「 連ドラ予約」を
することができます。

1 連ドラ予約にする番組を で選び、
を押す

2 で「連ドラ予約」を選び、 を押す

3 「連ドラ予約」画面で内容を確認し、で「はい」を選び、 を押す
● 番組名や追跡基準の曜日などが正しく表示されてい
るか確認します。

● 設定を変更する場合は、「録画予約や連ドラ予約の設
定を変更するとき」59 の操作をします。

 機器の情報を確認する
● 使用中の機器の情報を確認できます。

1 を押し、 で「機器の情報」を選
び、 を押す
● 機器情報画面が表示されます。

2 情報画面を消すには、 を押す

  ハードディスクの残量を確認する
● USBハードディスクの残量を画面で確認できます。
※ 残量表示や録画可能時間表示は、あくまでも目安であり、保
証するものではありません。

※ USBハードディスクの残量は、BS・110度CSデジタルハ
イビジョン放送（24Mbps）を基準に算出しています。地上
デジタルハイビジョン放送（約17Mbps）の録画番組などを
削除した場合、残量の増加分は削除した番組の時間よりも
少なくなります。

1 を押し、 で「ハードディスク
残量表示」を選び、 を押す
● 残量表示画面が表示されます。

ハードディスク残量

残量 ５０％

録画済（保護） 録画済

決定 を押す

録画可能時間： 25時間05分

2 残量表示画面を消すには、 を押す
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 編集・ムーブする

グループ名を変更する  
● 「マイフォルダ別」の録画リストで表示されるグループのタ
ブ名を変更することができます。

● 「連ドラ別」の場合にも同様の操作ができます。その場合は、
グループ名を変更すると予約リストの予約番組名も同じ名
前に変更されます。

● ハードディスクが複数接続されている場合、機器ごとにグ
ループ名を変更することはできません。

● 番組の録画中にこの操作をすることはできません。

1 「 マイフォルダ別」の録画リストを表示させる（ 63 1～2）
● 連ドラグループ名を変更する場合は、「連ドラ別」の
録画リストを表示させます。

2 名前を変更するグループのタブを で
選ぶ
例 「  わたし」のグループを選択

地デジ 011
ＮＨＫ総合・東京

録画可能時間：22時間45分

残量：46% 自動削除

新しい番組順

ＨＤ 4.0%

1/6
ＵＳＢ1 ハードディスク１

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○

　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　　○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

録画リスト

わたし

未視聴 曜日別すべて ジャンル別 連ドラ別 マイフォルダ別

2012/ 4/11（水） PM  9:00（02:00）

4/  8（月）

4/  9（日）

4/11（水）

4/11（水）

4/10（火）

4/10（火）

変更実行黄で選び 決定 で選択／取消 戻る でキャンセル

ぼく おじいちゃん

地デジ 011
ＮＨＫ総合１・東京

録画可能時間：22時間45分

残量：46% 自動削除

新しい順

ＨＤ

2014/4/16（水） PM  9:00（02:00）
4.0%

1/6

で選び 決定 を押す サブメニュー頭出し再生青 削除赤 番組検索緑 ムーブ黄リスト切換

ＵＳＢ1 ハードディスク１

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 4/14（月）

○○○○○○○○○○○○○○ 4/13（日）

　　○○○○○○○○○○○○ 4/16（水）

　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 4/16（水）

　　○○○○○○○○○○○○○○○○ 4/15（火）

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 4/15（火）

3 を押し、 と で「マイフォル
ダ管理」⇨「 マイフォルダ名の変更」の順に
進む
● 「連ドラ別」のグループ名を変更する場合は、「マイ
フォルダ管理」の代わりに「 連ドラグループ名の変更」
を選びます。

4 文字入力画面でグループ名を入力する● お好みの分類名にすることができます。
● 文字入力のしかたは、 43 をご覧ください。
● 全角文字で10文字まで入力できます。
● 文字入力の操作が終わると、録画リストのグループ

タブ名が変更されます。

例 「  わたし」⇨「  さやかのお気に入り」に変更

地デジ 011
ＮＨＫ総合・東京

録画可能時間：22時間45分

残量：46% 自動削除

新しい番組順

ＨＤ 4.0%

1/6
ＵＳＢ1 ハードディスク１

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○

　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　　○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

録画リスト

さやかのお気に入り

未視聴 曜日別すべて ジャンル別 連ドラ別 マイフォルダ別

2012/ 4/11（水） PM  9:00（02:00）

4/  8（月）

4/  9（日）

4/11（水）

4/11（水）

4/10（火）

4/10（火）

変更実行黄で選び 決定 で選択／取消 戻る でキャンセル

ぼく おじいちゃん

地デジ 011
ＮＨＫ総合１・東京

録画可能時間：22時間45分

残量：46% 自動削除

ＨＤ

2014/4/16（水） PM  9:00（02:00）
4.0%

で選び 決定 を押す 頭出し再生青 削除赤 番組検索緑 ムーブ黄リスト切換

ＵＳＢ1 ハードディスク１

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 4/14（月）

○○○○○○○○○○○○○○ 4/13（日）

　　○○○○○○○○○○○○ 4/16（水）

　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 4/16（水）

　　○○○○○○○○○○○○○○○○ 4/15（火）

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 4/15（火）

新しい順1/6

サブメニュー
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7 「複数変更」の場合は以下の操作をする
❶ 移動する番組を で選び、 を押す
● を押すたびに、 と が交互に切り換わりま

す。移動する番組に をつけます。
● 保護されている番組も移動できます。

地デジ 011
ＮＨＫ総合・東京

録画可能時間：22時間45分

残量：46% 自動削除

新しい順

ＨＤ 4.0%

1/6
ＵＳＢ1 ハードディスク１

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○

　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　　○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

録画リスト

わたし

未視聴 曜日別すべて ジャンル別 連ドラ別 マイフォルダ別

2014/ 4/16（水） PM  9:00（02:00）

4/14（月）

4/13（日）

4/16（水）

4/16（水）

4/15（火）

4/15（火）

変更実行黄で選び 決定 で選択／取消 戻る でキャンセル

ぼく おじいちゃん

移動する番組に　をつけます

❷ 移動する番組をすべて選び、 を押す

8 確認画面で、 で「はい」を選び、 を
押す

● 録画番組をほかのグループに移動することができます。
 たとえば、録画時の設定で「  わたし」に分類した番組を、

録画後に「お気に入り2」に移すことができます。
※ USBハードディスクでの録画中は、この操作はできません。

1 「マイフォルダ別」の録画リストを表示させる（ 63 1～2）

2 移動する番組が保存されているグループのタブを で選ぶ

3 移動する番組を で選ぶ

4 を押し、 と で「マイフォル
ダ管理」⇨「 マイフォルダの変更」の順に
進む

5 で以下から選び、 を押す
• 1件変更 ···················   選択中の番組を別のグループに

移動します。
• 複数変更 ··················  複数の番組を選択して、まとめ

て別のグループに移動します。
• グループ内全変更 ····  選択中のグルーブの全番組を別

のグループに移動します。

6 移動先のグループを で選び、 を
押す
● グループアイコンとグループ一覧（お買い上げ時の設定）

みんな お気に入り1

おとうさん お気に入り2

おかあさん お気に入り3

ぼく お気に入り4

わたし お気に入り5

おじいちゃん お気に入り6

おばあちゃん 指定しない

編集・ムーブする

  ほかのグループに移動する
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 録画番組を ムーブ（移動）する
● 本機でUSBハードディスクに録画した番組を他のUSBハードディスクにムーブ（移動）することができます。
• 機器の接続や設定については、「録画用USBハードディスクの接続をする」「USBハードディスクの設定をする」（ 51 ～

53 ）をご覧ください。
※ USBハードディスクへの録画中はムーブできません。
※ ムーブ（移動）中に機器の接続を変更したり、電源プラグをコンセントから抜いたりしないでください。

1 録画リストを表示させる（ 63 1～2）

2 ムーブする番組を で選び、 を押
す

3 で「1件ムーブ」または「複数ムーブ」
を選び、

件
を押す

4 ムーブ先を で選び、 を押す
● ムーブ先に指定できるUSBハードディスクが1台の

場合、この手順はありません。

ムーブ先指定

ムーブ先を指定してください。

で選び 決定 を押す 戻る で前画面

USB2 ハードディスク２

ムーブができます。

USB3 ハードディスク３

5 「複数ムーブ」の場合は以下の操作をする
❶ ムーブする番組を で選び、 を押す
● を押すたびに、 と が交互に切り換わり、

をつけた番組がムーブされます。
● 保護された番組をムーブする場合は、その番組を

選び、 を押して保護を解除してから を押
します。

スポーツ ドラマ 音楽 バラエティﾜｲﾄﾞｼｮｰ

未視聴 曜日別すべて 連ドラ別 マイフォルダ別ジャンル別

で選び 決定 で選択／取消 戻る でキャンセル 保護／保護解除青 ムーブ実行黄

ＵＳＢ1 ハードディスク１

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　　○○○○○○○○○○○○

　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　　○○○○○○○○○○○○○○○○

　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

録画リスト

4/16（水）

4/16（水）

4/15（火）

 4/14（月）

 4/13（日）

 4/13（日）

4/16（木）

4/16（木）

4/16（水）

4/16（水）

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

ＵＳＢ1 ハードディスク１ ＵＳＢ２ ハードディスク２60% 80%残量： 70% 50%残量：

×

×
×自動削除

地デジ 011
ＮＨＫ総合・東京

録画可能時間：22時間45分
残量：46% 

録画品質：ＤＲ（標準）

ＤＲ（標準）

2014/ 4/16（水） PM  8:00（02:54）
20.0%

をつけた番組がムーブされます は　　 で解除してから

❷ ムーブする番組をすべて選んだら を押す
● 一度にムーブできるのは16番組までです。

 

6 「ムーブ」画面で、 で「はい」を選び、「
を押す

ムーブ

選択した番組をムーブしますか？
実行後は、元の番組は削除されます。

はい いいえ

で選び 決定 を押す 戻る で前画面

USB2

70% 50%

ハードディスク２

残量：60% 80%残量：

USB1

ハードディスク１

● ムーブが始まってしばらくすると、画面の右下に進
行状況が表示されます。

USB2

10%1/1

USB1
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外部機器を接続する

  外部機器を接続する
 映像機器接続例

● レコーダーなどの録画機器の場合、アンテナの接続については、 25 をご覧ください。
● 接続が終わったら、「外部入力の機能を設定する」75 を参照して必要な設定をしてください。
● HDMI連動機器（レグザリンク対応機器）では、本機との連動機能によって、ワンタッチプレイやシステムスタンバイの機能を
使ったり、本機のリモコンで機器の基本操作をしたりすることができます。詳しくは、「接続機器の映像・音声を楽しむ（レグザ
リンク）」（ 77 ）をご覧ください。必要に応じて「HDMI連動機能」79 の設定をしてください。

黄

白

赤

白 黄赤

白

赤

白

赤

白赤

信号

映像・音声用コード

音声用コード

出力端子へ

出力端子へ

音声左

映像

音声右

音声左

音声右

ハイビジョンムービーカメラ機器の出力端子形状に合う
ケーブルをご使用ください。

HDMIケーブル

HDMIケーブル

信号

信号

信号

HDMI出力端子へ

HDMIケーブル
信号

HDMI出力端子へ

HDMI出力端子へ

ゲーム機
ゲーム機を接続した入力は、映像メニューを
「ゲーム」に設定します。

［本機背面］

● HDMIケーブルだけで音声が出ない場合や、HDMI-DVI変
換ケーブルを使う場合に接続します。（その場合、HDMIケー
ブルはこの例のようにHDMI入力1に接続します）

● 「ビデオ音声入力設定」の設定が必要です。

音声用コード

パソコン

信号
音声出力端子へ

HDMIケーブル
信号

HDMI出力端子へ

ビデオなど

プレーヤー/
レコーダーなど

東芝レコーダーなど

※ 本機の「レゾリューションプラス」（ 98 ）と同様の高画質機能を備えた機器を接続した場合、本機の機能との相互作用で画面のノイズ
が目立つことがあります。その場合には、接続機器の高画質機能または本機の「レゾリューションプラス」をオフにしてください。

● レグザリンク対応の東芝レコーダーについては、ホームページ （www.toshiba.co.jp/regza/）をご覧ください。
● 本機のHDMI入力端子が対応している入力信号およびHDMIケーブルについては次ページをご覧ください。
■ パソコンについて
● 外部モニターで表示できるように設定し、本機が対応しているHDMI入力信号フォーマットの信号（ 132 ）を入力してください。（本
機が対応している信号を入力しても、パソコンによっては本機が認識できないことがあります）

● パソコンのDVD再生ソフトなどで再生した映像は、本機の画面で正しく表示されなかったり、映像の動きが不自然になったりする
場合があります。

96

75
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 ● 本機に接続できる 接続ケーブル（接続コード）の種類と本機
で対応している信号の種類および、これらの中で比較した
画質・音質の関係を下表に示します。

● 接続ケーブルの端子形状などは一例です。設置場所や機器
の仕様などに合わせて、適切な市販品をご使用ください。

● HDMIケーブルは、HDMIロゴ（ ）の表示があるケー
ブルをご使用ください。また、外部機器から1080pの映像
信号を入力する場合は、ハイスピードHDMI®ケーブルをご
使用ください。（標準HDMI®ケーブルでは、正常に動作しな
いことがあります）

接続ケーブル
（接続コード）

画質・音質  本機の入出力対応信号

HDMIケーブル
（入力用） 画質・音質

ともに最高

デジタル映像信号
480i、480p、720p、
1080i、1080p
デジタル音声信号
リニアPCM、AAC
サンプリング周波数：
48kHz、44.1kHz、
32kHz

映像・音声用
コード（入力用）

白

黄

赤

画質・音質
ともに標準

アナログ映像信号
480i
アナログ音声信号

音声用コード
（入力用）

白

赤

標準の音質 アナログ音声信号

オーディオ用
光デジタル
ケーブル（コード
（出力用）

最高の音質

デジタル音声信号（光）
リニアPCM、ドルビー
デジタル
サンプリング周波数：
48kHz

MPEG-2 AAC
サンプリング周波数：
48kHz、44.1kHz、
32kHz

音声用コード
（出力用） 標準の音質 アナログ音声信号

● 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
● 他の機器を接続するときは、必ず本機および接続す
る機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから
抜いてください。

 アナログ音声入力端子付のオーディオ機器で聴くとき
● ヘッドホーン／音声出力端子を使って、アナログ音声入力
端子付のオーディオ機器に接続することができます。

● 「ヘッドホーン／音声出力設定」100 を「外部スピーカー用
出力モード」に設定してください。

● 「外部スピーカー用出力モード」100 で「固定出力モード」
または「可変出力モード」の設定ができます。

白

赤

白

赤

ミニコンポなど

音声入力端子へ

左

右

音声用コード
信
号

［本機背面］

■ ヘッドホーン／音声出力端子について
● ヘッドホーン／音声出力端子からは、テレビのスピー
カー音声と同じ音声のアナログ信号が出力されます。
ただし、音声調整の効果は得られません。
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 レグザリンク対応のオーディオ機器で聴くとき
● レグザリンク対応のオーディオ機器を本機にHDMIケーブル

で接続すれば、本機のリモコンでオーディオ機器の音量を調
節するなどの操作ができます。

● オーディオ機器のHDMI入力端子にレグザリンク対応機器
（HDMI連動機器）を接続することができます。

● オーディオ機器が対応しているデジタル音声入力に従って、
「光デジタル音声出力」101 の設定をします。また、必要に
応じて「HDMI連動設定」79 をしてください。

信
号

光デジタル
音声入力端子へ

オーディオ用
光デジタル
ケーブル

HDMI入力端子へ

HDMI出力端子へ

レグザリンク対応
オーディオ機器

レグザリンク対応機器

HDMI出力端子へ

信
号

HDMI
ケーブル

HDMIケーブル

［本機背面］

信
号

どちらかのHDMI入力へ

※  ARC対応のオーディオ機器を、ARC対応のHDMIケーブ
ルでHDMI入力1（ARC）端子に接続する場合は、光デジタ
ル音声ケーブルの接続は不要です。

光 デジタル音声端子付のオーディオ機器で聴くとき
● ミニコンポなどの音響システムに接続するとき
• 本機の音量を最小に調節し、ミニコンポなどの音響シス
テム側で音量を調節してご使用ください。

• オーディオ機器が対応しているデジタル音声入力に従っ
て、「光デジタル音声出力」101 の設定をします。

● サンプリングレートコンバーター内蔵のMDレコーダーや
DATに接続するとき
• MDレコーダーやDATの光デジタル音声入力端子に接続
すれば、高音質で録音して楽しむことができます。

• 「光デジタル音声出力」101 を「PCM」に設定します。

● MPEG-2 AACデコーダーに接続するとき
• デジタル放送のMPEG-2 AAC方式の信号を、MPEG-2 
AACデコーダーで楽しむことができます。

• 「光デジタル音声出力」101 を「デジタルスルー」または
「サラウンド優先」に設定します。

ミニコンポ

MPEG-2 AACデコーダー、 
サンプリングレートコンバーター 
内蔵のMDレコーダー、DATなど

［本機背面］

信
号

光デジタル音声入力端子へ

オーディオ用光デジタルケーブル

※ 光デジタル音声出力端子はドアでふさ
がっていますが、方向を確認してそのま
まプラグを差し込みます。

※  光デジタルケーブルのプラグには2種類の形状がありま
す。接続する機器の端子形状に合ったケーブルをお買い
求めください。

 本機側に差し込むプラグの形状は、 です。

● 光デジタル音声出力端子からは、テレビのスピーカー音声と同じ音声のデジタル信号が出力されます。ただし、音声調整の効果は得ら
れません。

● サンプリングレートコンバーターを内蔵していないMDレコーダーには、デジタル信号での録音はできません。
● MPEG-2 AAC音声のときは、主音声・副音声の切換えは本機では行われません。MPEG-2 AACデコーダー側で切り換えてください。
● HDMI入力の選択時に、入力信号が著作権保護されている場合は、光デジタル音声出力端子から出力される信号を他の機器に録音す
ることはできません。

● 本機のHDMI入力端子が対応している入力信号およびHDMIケーブルについては 73 をご覧ください。
● レグザリンク対応のオーディオ機器（推奨機器）については、ホームページ （www.toshiba.co.jp/regza/）をご覧ください。

外部機器を接続する

 外部機器を接続する　つづき
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● 外部入力のさまざまな機能を設定することができます。必
要に応じて設定してください。

1 を押し、 と で「機能設定」⇨
「 外部入力設定」の順に進む

2 以降の手順で設定する
外部入力表示設定

ＨＤＭＩ自動画質モード設定
ＲＧＢレンジ設定
ビデオ音声入力設定 ビデオ音声

外部入力設定

 入力切換時に画面に表示される機器名を設定する
● 入力切換をしたときに表示される機器の名称（ブルーレイ、

DVDなど）を変更することができます。

❶ で「 外部入力表示設定」を選び、 を押す
❷ 設定する外部入力を で選び、 を押す
● 「外部入力表示設定の初期化」を選択すると、お買い上げ時

の設定に戻すことができます。

ＨＤＭＩ１
ＨＤＭＩ２
ビデオ

外部入力表示設定の初期化

ブルーレイ
ブルーレイ
ブルーレイ

外部入力表示設定

❸ 表示させる機器名を で選び、 を押す

ＤＶＤ

ＣＡＴＶ

チューナー

ムービーカメラ

ＨＤＭＩ１

ブルーレイ

ＶＴＲ

ゲーム

ＰＣ 

表示しない

  外部入力の機能を設定する
HDMI入力の画質が自動設定されるようにする

● HDMI入力端子に入力される映像に適した画質になるよう
に設定することができます。

❶ で「 HDMI自動画質モード設定」を選び、 を押
す

❷ 設定するHDMI入力を で選び、 を押す
ＨＤＭＩ１
ＨＤＭＩ２

コンテンツ連動オン
コンテンツ連動オン

ＨＤＭＩ自動画質モード設定

❸ で以下の設定から選び、 を押す
• コンテンツ連動オン ··· 入力映像に「映画」などのコンテンツタイ

プを識別する情報がある場合に、そのタ
イプに適した画質に自動調整されます。

• 自動ゲームモード ··· 入力映像がRGB信号の場合に、「映像メ
ニュー」が自動的に「ゲーム」になります。

• オフ ····················· この機能は働きません。

HDMI入力のRGBレンジを設定する
● 本機がRGBレンジを自動識別できない機器を接続している
場合は、機器の仕様に合わせて設定します。

❶ で「 RGBレンジ設定」を選び、 を押す
❷ 設定するHDMI入力を で選び、 を押す

ＨＤＭＩ１
ＨＤＭＩ２

オート
オート

ＲＧＢレンジ設定

❸ で以下の設定から選び、 を押す
• オート ················· 自動切換になります。
• フルレンジ·········· RGBレンジが0～255の機器の場合に

選びます。
• リミテッドレンジ ···· RGBレンジが16～235の機器の場合

に選びます。

 ビデオ入力の音声入力を設定する
● HDMI入力1に接続した機器からの音声を本機から出した
いときに、ビデオ入力の音声入力端子をHDMI入力1のアナ
ログ音声入力端子として使用するように設定できます。

❶ で「 ビデオ音声入力設定」を選び、 を押す
❷ で以下の設定から選び、 を押す

ビデオ音声
ＨＤＭＩ1アナログ音声

ビデオ音声入力設定

• ビデオ音声·············  ビデオ入力の音声入力端子として使
用します。（お買い上げ時の設定）

• HDMI1アナログ音声 ···  HDMI入力1のアナログ音声入力端子
として使用します。
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外部機器を接続する

  MHL対応機器を操作する
● MHL対応機器（スマートフォンなど）を、MHL対応ケーブル（市販品）でHDMI2端子に接続すると、MHL対応機器からの映像・
音声を本機で再生、本機のリモコンでの操作やMHL対応機器（スマートフォンなど）への充電ができます。（機種や状態によって
は充電できない場合があります）

MHL連動機器の設定をする
● MHL対応機器（スマートフォンなど）を、HDMI2端子に接

続して使用する場合の設定をします。

1 を押し、 と で「接続機器設
定」⇨「MHL連動機器→テレビ入力切換」
の順に進む

2 で「連動する」を選び、 を押す
● 「連動する」を選ぶと、自動入力切換対応のMHL対応

機器（スマートフォンなど）をテレビに接続すると、
自動で入力をHDMI2に切り換えます。

MHL連動機器を操作する
● 「MHL連動機器→テレビ入力切換」を「連動する」に設定して

いない場合は、入力をHDMI2にします。
● MHL連動機器（スマートフォンなど）の画面がテレビに表示
されたら、本機リモコンの や を使ってMHL
連動機器（スマートフォンなど）の操作ができます。（操作は、
MHL連動機器（スマートフォンなど）や使用するアプリに
よって異なります）
※ MHL連動機器（スマートフォンなど）の操作は、MHL連

動機器（スマートフォンなど）の取扱説明書をご覧くださ
い。

［本機背面］

スマートフォンなど

MHL対応ケーブル
（市販品）

● HDMI2端子がMHLに対応しています。
 他の端子に接続しても動作しません。
● 本機は、MHL1をサポートしています。
● MHL対応機器（スマートフォンなど）を操作中に不具合が発生した場合は、MHL対応ケーブルを抜き差しします。対応ケーブルを抜
き差ししても解決しない場合は、MHL対応機器（スマートフォンなど）の取扱説明書をご覧ください。

● テレビの電源コードがコンセントから抜けているときは、充電できません。
● すべてのMHL対応機器との接続動作を保証するものではありません。
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接続機器の映像・音声を楽しむ （レグザリンク）

  レグザリンクについて
レグザリンク機能でできること

● 本機は以下のレグザリンク機能（HDMI連動）に対応しています。

本機のリモコンで対応機器の操作をする本機のリモコンで対応機器の操作をする
● 本機に接続したレグザリンク対応の録画機器や再生機器などの操作が本機のリモコンでできます。 80

例

本機

レグザリンク対応機器

HDMI ケーブルで接続

操作メニューを
呼び出したあと、
お好みの機能を
選びます。

選んだ機能が表示され、本機付属のリモコン
で基本的な操作ができます。

東芝レコーダーを操作

レグザメニュー

番組表

録画番組一覧

録画予約一覧

ブロードバンドメニュー

クイックメニュー

画面表示

ドライブ切換

入力切換

電源

その他の操作

タイトルサムネイル一覧見るナビ
頁1/  2

私のフォルダ

クリップ映像

13タイトル（2：00：02）

8タイトル（0：23：45）

お楽しみ番組

57タイトル（12：10：03）

HDD

ごみ箱

0タイトル（0：00：00）

06 オリジナル

101匹のわんこ

オリジナル

100匹のにゃんこ

06 
（0：01： 0（）20 ：55：00）

01

東芝レコーダーを操作

レグザメニュー

番組表

録画番組一覧

録画予約一覧

ブロードバンドメニュー

クイックメニュー

画面表示

ドライブ切換

入力切換

電源

その他の操作
DR0005

コピー×

DR0006

クリア音声

サブメニュー

電源の「入／切」や入力切換えの動作を連動させる電源の「入／切」や入力切換えの動作を連動させる
●  ワンタッチプレイ ·········  レグザリンク対応機器を操作すると、機器に連動して本機の電源が入り、操作した機器に合わせて入力

が切り換わります。
●  システムスタンバイ ·····  本機の電源を「切」にすると、接続機器も連動して電源が「切」（待機）になります。

対応機器に録画・予約をする対応機器に録画・予約をする
● 本機に接続したレグザリンク対応機器に録画や予約をすることができます。 56

ＮＨＫＥテレ東京 日本テレビ

4 041
ＴＢＳ

6 061
テレビ朝日

5 051
テレビ東京

7 071
フジテレビジョン

8 081

地デジ 番組表

9
AM

10
AM

11
AM

0
PM

1
PM

2
PM

11
AM

0
PM

1
PM

2
PM

1 011 2 021
ＮＨＫ総合・東京

9
AM

10
AM

00　鯉の季節　まったり
温泉つかるキュル！鯉
のぼりを一年中泳がせ
よう会がついに悲願を
達成させらるか？

00

00これからが俺達の戦い
だ！　焼け野原となっ
たブルペンだとしても
、新しい俺達は息吹く
のだ。それは何度でも
何度でも！負けない！
俺達イズム！

30プライスクラッシュ
欲しかったあの話題…

00おもてなしの守備陣　
突然の打球がきてし…

00「ゾウのスウィニー」
　（’０９公エンタメ
）「第二次暗黒戦のさ
なか、政府から日公動
物園に投手を処分しろ
との通達が下る。 
飼育員の金子、高橋た
ちは涙ながらにピッチ
ャーたちにエラーを…

00　フルホークス　「走
塁への情熱」今日、大
ちゃんが教えちゃう！
ちびっ子必見！

00ｃｉｎｅｖ情報館　「
いろんな奇抜アクショ
ン映画大集合」

50今日のプロフィール

00映画バンザイ　「神様
と金子謎」新人の頃、
野球の神様が俺に降り
てきた。「三割打てる
ようにしてやろう」 
だが、俺は断わった。
「もっと打ちたい」 
すると神様は首を傾げ
た。「それには千回の
打順調整が必要じゃ」 
俺は若かった。目を輝
かせて聞いたもんさ…

50明日の天気 50ニュース

00タモの森　今年バット
折れすぎじゃー！

00

00

昼どきコンフェッショ
ン　奥様必見、究極の
応援ダイエット　ペッ
ト最新情報

00おじいちゃんと周平
孫がかわいくてしょう
がないんじゃー！

00ニュース１２　王家の
ペット特集「巨大猫ち
ゃんの秘密」「萌キャ
ラ！？ペーニャン」

00お昼寝ＴＶ　昼寝で仕
事の効率ＵＰ効果的な
昼寝のしかた

00スポーツナウ　プロ野
球デーゲーム速報　今
日の特集　海外サッカ
ー情報

00こさっち伝説「おっと
、そこはこさっちゾー
ン。なぜだなぜ打球が
越えない！打者はわか
っていてそのゾーンに
打ってしまう。
（○ε○）めざして…

00ミキーとマキー
「●●ﾆｱｳﾖ！」「●●
がとれないっちゃ」

杜の都はパラダイス00「REGZAに恋して」
　（’０６東芝）「夢
みる映像部隊、そこは
深谷ネギ作戦」

00

「猛牛戦士バファロー
ズ対悪のイケメン軍団
」「俺達じゃない、俺
たちと一緒に戦おう…

00「カロカロ君」　（’
１６横）「ヤル・キヨ
シ、ピッチャーデ・ニ
ーほか」

00ネイキッド・トーク
「１．ほんとにいいも
のはいつもここから」
「２．悪いものはな…

00おもいっきしＴＶ　今
年も大阪夏の陣は三日
間真っ赤にそまるヨ！
その前に女子会もあ…

00ガッチリあったまりま
ショー　暖房器具頂上
決戦　星達がチャンピ
オンに挑む！

00健康ＦＡＱ　「まちが
ったまま中継ぎを使っ
ていませんか？このま
までは2年後は暗黒…

00ウチの山口がこんなに
酷使されるわけがない
「勝ち星は守るもの？
奪う物？」

50今日の猛虎魂

00雨野トーークスペシャ
ル
梅雨時の雨野登板が無
双するのはどの球場？
来日ゲスト参戦！タイ
フーンが大暴れ！屋根
があっても中止です！
スペシャルゲストは春
は寒さ、夏は灼熱、秋
も寒さ…というばこの
球場！

30　炎上の美学　ただ炎
上すればいいわけで…

　　ショートセレブ　
「豪華な対談」ナカジ
とオギタカが語る究極
の太もも筋トレ術

スポーツ天国

30日差しをうけて　週間
天気予報　世界…

00ライディングＧＯＧＯ
　今シーズン発売の…

30ニュース　あの事件…

30今日のプラン

30連動への予感　「あの
空と現在とのつなが…

30「遥かなるＲEGZAの
旅」（’０６東芝）
face父さんから映像
美への探求心を受け継
いだREGZA。CELL 
REGZAに恋をし、傍
らに妹のレグザApps
コネクトを育てつつ映
像界を生き抜くサク…

「いまどきの左腕」　
「わっち・わんこ・に
ゃー・チェン・ほあっ
さん・偽侍・カツオく
ん・みー太郎」ほか

0000

（水）
4/16

4/16 AM  9:13（水）4/16 19 21 22 23201817（水） （木） （金） （土） （日） （月） （火） （水）

00定点観測してみよう　
出来るだけ中立な視点
が大切です。

日時切換青 文字サイズ変更赤 番組検索緑 週間番組表黄 サブメニューページ切換
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のぼりを一年中泳がせ
よう会がついに悲願を
達成させらるか？

00

00これからが俺達の戦い
だ！　焼け野原となっ
たブルペンだとしても
、新しい俺達は息吹く
のだ。それは何度でも
何度でも！負けない！
俺達イズム！

30プライスクラッシュ
欲しかったあの話題…

00おもてなしの守備陣　
突然の打球がきてし…

00「ゾウのスウィニー」
　（’０９公エンタメ
）「第二次暗黒戦のさ
なか、政府から日公動
物園に投手を処分しろ
との通達が下る。 
飼育員の金子、高橋た
ちは涙ながらにピッチ
ャーたちにエラーを…

00　フルホークス　「走
塁への情熱」今日、大
ちゃんが教えちゃう！
ちびっ子必見！

00ｃｉｎｅｖ情報館　「
いろんな奇抜アクショ
ン映画大集合」

50今日のプロフィール

00映画バンザイ　「神様
と金子謎」新人の頃、
野球の神様が俺に降り
てきた。「三割打てる
ようにしてやろう」 
だが、俺は断わった。
「もっと打ちたい」 
すると神様は首を傾げ
た。「それには千回の
打順調整が必要じゃ」 
俺は若かった。目を輝
かせて聞いたもんさ…

50明日の天気 50ニュース

00タモの森　今年バット
折れすぎじゃー！

00

00

昼どきコンフェッショ
ン　奥様必見、究極の
応援ダイエット　ペッ
ト最新情報

00おじいちゃんと周平
孫がかわいくてしょう
がないんじゃー！

00ニュース１２　王家の
ペット特集「巨大猫ち
ゃんの秘密」「萌キャ
ラ！？ペーニャン」

00お昼寝ＴＶ　昼寝で仕
事の効率ＵＰ効果的な
昼寝のしかた

00スポーツナウ　プロ野
球デーゲーム速報　今
日の特集　海外サッカ
ー情報

00こさっち伝説「おっと
、そこはこさっちゾー
ン。なぜだなぜ打球が
越えない！打者はわか
っていてそのゾーンに
打ってしまう。
（○ε○）めざして…

00ミキーとマキー
「●●ﾆｱｳﾖ！」「●●
がとれないっちゃ」

杜の都はパラダイス00「REGZAに恋して」
　（’０６東芝）「夢
みる映像部隊、そこは
深谷ネギ作戦」

00

「猛牛戦士バファロー
ズ対悪のイケメン軍団
」「俺達じゃない、俺
たちと一緒に戦おう…

00「カロカロ君」　（’
１６横）「ヤル・キヨ
シ、ピッチャーデ・ニ
ーほか」

00ネイキッド・トーク
「１．ほんとにいいも
のはいつもここから」
「２．悪いものはな…

00おもいっきしＴＶ　今
年も大阪夏の陣は三日
間真っ赤にそまるヨ！
その前に女子会もあ…

00ガッチリあったまりま
ショー　暖房器具頂上
決戦　星達がチャンピ
オンに挑む！

00健康ＦＡＱ　「まちが
ったまま中継ぎを使っ
ていませんか？このま
までは2年後は暗黒…

00ウチの山口がこんなに
酷使されるわけがない
「勝ち星は守るもの？
奪う物？」

50今日の猛虎魂

00雨野トーークスペシャ
ル
梅雨時の雨野登板が無
双するのはどの球場？
来日ゲスト参戦！タイ
フーンが大暴れ！屋根
があっても中止です！
スペシャルゲストは春
は寒さ、夏は灼熱、秋
も寒さ…というばこの
球場！

30　炎上の美学　ただ炎
上すればいいわけで…

　　ショートセレブ　
「豪華な対談」ナカジ
とオギタカが語る究極
の太もも筋トレ術

スポーツ天国

30日差しをうけて　週間
天気予報　世界…

00ライディングＧＯＧＯ
　今シーズン発売の…

30ニュース　あの事件…

30今日のプラン

30連動への予感　「あの
空と現在とのつなが…

30「遥かなるＲEGZAの
旅」（’０６東芝）
face父さんから映像
美への探求心を受け継
いだREGZA。CELL 
REGZAに恋をし、傍
らに妹のレグザApps
コネクトを育てつつ映
像界を生き抜くサク…

「いまどきの左腕」　
「わっち・わんこ・に
ゃー・チェン・ほあっ
さん・偽侍・カツオく
ん・みー太郎」ほか

0000

（水）
4/16

4/16 AM  9:13（水）4/16 19 21 22 23201817（水） （木） （金） （土） （日） （月） （火） （水）

00定点観測してみよう　
出来るだけ中立な視点
が大切です。

日時切換青 文字サイズ変更赤 番組検索緑 週間番組表黄 サブメニューページ切換

例

HDMI ケーブルで接続
予約完了！本機

レグザリンク対応機器

本機の番組表で
録画したい番組を選ぶ

オーディオ機器と連携させるオーディオ機器と連携させる
● オーディオ機器に接続されているスピーカーで聴いたり、本機のリモコンでオーディオ機器の音量を調節したりすることがで
きます。また、ジャンルに適した音声をオーディオ機器のスピーカーから出るようにすることもできます。 83

HDMI ケーブルで接続

レグザリンク対応機器

音声出力

スピーカーを
切り換える

♪

♪

♪

本機

例 音声を対応機器のスピーカーで聴く

クリア音声

サブメニュー
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● レグザリンク対応機器について、最新情報はホームページ （www.toshiba.co.jp/regza/） でお知らせしています。
※ 推奨機器の場合でもすべての操作ができるわけではありません。本機のリモコンで操作できないときは、接続機器のリモコンで操作
してください。

■ システムスタンバイについて
● 省エネ設定の機能などで本機が待機状態になったときも同時に機器側の電源が「待機」になります。
● 接続機器側がシステムスタンバイに対応している場合、接続機器の電源を「待機」にしたときに本機の電源も「待機」にすることがで
きます。

準備をする準備をする

機器 接続・設定 機器についてのお知らせ

レグザリンク対応の
東芝レコーダー

レコーダーの接続： 72
オーディオの接続： 74
本機の設定： 79

● レグザリンク（HDMI連動）機能を使うには、接続機器それ
ぞれの設定が必要です。詳しくは、接続する機器の取扱説
明書をご覧ください。

● レグザリンク対応の東芝レコーダーについては、ホームペー
ジ（http://www.toshiba.co.jp/regza/）をご覧ください。

 HDMI連動機能について
● 本機のレグザリンク（HDMI連動）機能では、HDMIで規格化されているHDMI CEC（Consumer Electronics Control）を利用
し、機器間で連動した操作をすることができます。

● 本機とレグザリンク対応の東芝レコーダーなど東芝推奨の機器をHDMIケーブルで接続することで利用できます。
• 「録画・予約をする」の章に記載されているレグザリンク対応の東芝レコーダーへの録画・予約の操作も、HDMI連動機能を
利用したものです。

● 接続確認済機器以外の機器をHDMIケーブルで接続した場合に一部の連動操作ができることがありますが、その動作について
は保証の対象ではありません。

● 接続確認済機器であっても、機器によっては一部の連動操作ができない場合があります。
● HDMI連動機器の接続、設定を変更した場合は以下の操作をしてください。
• 接続機器の電源をすべて「入」の状態にして、本機の電源を入れ直してください。
• すべての接続機器の動作を確認してください。
※ 機器に割り振られる番号は、接続形態によって変化する場合があります。

オーディオ機器についてオーディオ機器について
● オーディオ機器の入力状態によっては、本機から音声が出ない場合があります。
● オーディオ機器の連動操作中にオーディオ機器側の入力を切り換えると、実際の映像と画面右上の接続機器表示が一致しない
場合があります。

オンキヨー製オーディオ機器でHDMI連動機能を利用する場合のお願いオンキヨー製オーディオ機器でHDMI連動機能を利用する場合のお願い
対象機種：オンキヨー製 TX-SA605(N)、TX-SA605(S)、TX-SA705(N)、TX-SA805(N)、TX-NA905(N)、
    DTX-5.8、DTX-7.8、DTX-8.8、DTC-9.8
● オーディオ機器の電源プラグをコンセントに差し込む前に、本機の電源を「入」にしてください。この順番が逆になると、HDMI
連動機能を使用したときにオーディオ機器が正しく動作しないことがあります。その場合は本機の電源を入れた状態で、オー
ディオ機器の電源を入れ直してください。
※ 停電のあとやブレーカーの操作などで本機とオーディオ機器の電源が同時に入った場合にも、上記の操作が必要になること

があります。

接続機器の映像・音声を楽しむ （レグザリンク）

  レグザリンクについて　つづき
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接続機器の映像・音声を楽しむ （レグザリンク）

 本機のリモコンでHDMI連動機器を操作するための設定をする
● 本機のリモコンでHDMI連動機器の基本操作をしたり、各種の連動動作をさせたりするための設定をします。
● お買い上げ時、本機はHDMI連動機能を使用するように設定されています。接続機器側の設定も必要です。ご確認ください。

1 を押し、 と で「接続機器設
定」⇨「 HDMI連動設定」の順に進む

2 設定する項目を で選び、 を押す
ＨＤＭＩ連動機能
リモコン動作モード

連動機器→テレビ入力切換
連動機器→テレビ電源

テレビ→連動機器電源オフ
ＡＶシステム連動

ＡＶシステム音声連動
優先スピーカー

機器操作メニュー自動表示
ＨＤＭＩ連動設定

使用する
テレビ優先
連動する
連動する
連動する
使用する
使用する

テレビスピーカー
使用しない

3 希望の設定を で選び、 を押す
● 以降の説明を参照して設定してください。

 HDMI連動機能 HDMI連動機能
● 本機のリモコンでのHDMI連動機器操作、東芝レコーダー
の録画・予約、および以下の各種連動機能を使用するかどう
かを設定します。

  リモコン動作モードリモコン動作モード
● リモコン動作モードに対応した東芝レコーダーを接続して
いる場合、「連動機器優先」に設定すると、本機のリモコンで
レコーダーを操作できる機能が増えます。

  連動機器→テレビ入力切換連動機器→テレビ入力切換
● 連動機器の再生操作をしたときに、本機が自動的に入力切
換をして、その機器を選択する機能です。本機の電源が「入」
の場合に動作します。

  連動機器→テレビ電源連動機器→テレビ電源
● 連動機器の再生操作をしたときに本機の電源が「入」になり、
連動機器の電源を「待機」にしたときに本機の電源も「待機」
になる機能です。

※ この機能と、「連動機器→テレビ入力切換」を「連動する」に設
定しておくと、本機の電源が「入」になったあとに自動的に
入力が切り換わります。

  テレビ→連動機器電源オフテレビ→連動機器電源オフ
● 本機の電源を「待機」にしたときに、連動機器の電源も「待機」
になる機能です。（録画中の機器など、動作状態によっては
「待機」にならない場合があります）

※ 本機の「省エネ設定」（ 46 ）や「アートアラーム」（ 48 ）と
も連動します。

    AVシステム連動AVシステム連動
● 「使用する」に設定すると、レグザリンク対応のオーディオ機
器とそのスピーカーを接続している場合、本機のリモコン
で以下のことができます。
• 音声をテレビから出すか、オーディオ機器のスピーカー
から出すかの切換

• オーディオ機器の音量調節や消音

  AVシステム音声連動AVシステム音声連動
● レグザリンク対応のオーディオ機器との音声連携機能を使
うかどうかを設定します。

● オーディオ機器が本機と音声連携可能な機種であり、かつ
オーディオ機器から音声が出る状態になっているときに設
定できます。

  優先スピーカー優先スピーカー
● 「AVシステム連動」を「使用する」に設定した場合に、優先す
るスピーカーを選択します。
• テレビスピーカー
 本機のスピーカーから音声が出ます。
• AVシステムスピーカー
 オーディオ機器の電源が「入」のときは、オーディオ機器
のスピーカーから音声が出ます。

● サブメニューでスピーカーを切り換えることもできます。
（ 83 ）

※ 本機のヘッドホーン端子は、本機のスピーカーから音声が
出る条件のときに使用できます。

機機器操作メニュー自動表示器操作メニュー自動表示
● 「使用する」に設定すると、本機に接続したレグザリンク対
応機器に入力を切り換えたときに、機器操作メニューを自
動的に表示します。

● 本機が認識できるレグザリンク対応機器の台数は、オーディオ機器：１台、東芝レコーダー：3台までです。
● 「AVシステム音声連動」の対応機器については、ホームページ （www.toshiba.co.jp/regza/）をご覧ください。
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接続機器の映像・音声を楽しむ （レグザリンク）

  本機のリモコンで対応機器を操作する
機器を操作する

● の操作でレグザリンク（HDMI連動）対応機器が接続
された入力（HDMI1またはHDMI2）を選んだあと、「サブメ
ニュー」の「機器操作」を選ぶと、操作メニューが表示されま
す。

❶ を押し、 で「機器操作」を選び、 を押す

東芝レコーダーを操作

スタートメニュー

番組表

見るナビ

録画予約一覧

設定メニュー

ドライブ切換

画面表示

電源

その他の操作

東芝レコーダーを操作

レグザメニュー

番組表

録画番組一覧

録画予約一覧

ブロードバンドメニュー

クイックメニュー

画面表示

ドライブ切換

入力切換

電源

その他の操作

● 本機のリモコンで、レグザリンク対応のレコーダーやプレー
ヤーなどの基本操作をすることができます。

● 本機のリモコンでできる操作については、 82 をご覧く
ださい。

● 機器を操作すると機器操作メニューが消えます。（機器操作
メニューを再表示させるには、手順❶の操作をします）

● 以降は一例です。ほかのHDMI連動機器でも、本機のリモ
コンで操作できる場合があります。

東芝レコーダー東芝レコーダー
● 機器によって表示される操作メニューの内容や、操作でき
る内容が異なります。

● 「その他の操作」を選ぶとその他の操作項目が表示されます。

東芝レコーダーを操作

トップメニュー

ポップアップメニュー

Ｗ録切換

東芝レコーダーを操作

スタートメニュー

番組表

見るナビ

録画予約一覧

設定メニュー

ドライブ切換

画面表示

電源

その他の操作

レグザメニュー（スタートメニュー）
● 東芝レコーダーのレグザメニューが表示されます。（スター
トメニューがある東芝レコーダーの場合は、スタートメ
ニューが表示されます）

番組表
● 東芝レコーダーの番組表が表示されます。

録画番組一覧（見るナビ）
● 東芝レコーダーの録画番組一覧が表示されます。（「見るナ
ビ」または「見ながら選択」がある東芝レコーダーの場合は、
「見るナビ」または「見ながら選択」画面が表示されます）

録画予約一覧
● 東芝レコーダーの「録画予約一覧」画面が表示されます。

ブロードバンドメニュー
● 東芝レコーダーのブロードバンドメニューが表示されます。

クイックニュー
● 東芝レコーダーのクイックメニューが表示されます。

画面表示
● 状態表示の表示／非表示を切り換えます。

ドライブ切換
● ハードディスクとブル―レイ（またはDVD）を切り換えま
す。

入力切換
● 東芝レコーダーの入力を切り換えます。

電源
● で電源の「入」、「待機」ができます。

その他の操作項目について
トップメニュー
● ディスク再生時に選ぶとディスクのトップメニューが表示
されます。

ポップアップメニュー
● ディスク再生時に選ぶとディスクのポップアップメニュー
が表示されます。

W録切換
● W録選択を切り換えます。

 タイムシフトマシン機能搭載機器の過去番組表を表示する タイムシフトマシン機能搭載機器の過去番組表を表示する
● タイムシフトマシン対応機器の過去番組表を、本機のリモ
コンを使って表示させることができます。

• タイムシフトマシン対応東芝レコーダーについては、
ホームページ（http://www.toshiba.co.jp/regza/）を
ご覧ください。

❶ を押し、 で「タイムシフトマシン」を選び、
を押す

● 機器の過去番組表が表示されます。

❷ で再生したい番組を選び、 を押す
● 「番組指定再生」画面が表示されます。

❸ で「見る」を選び、 を押す
● 選択した番組の再生（タイムシフトマシン再生）が始まり
ます。

❹ タイムシフトマシン再生を終了するには、 を押す
● ほかの操作によってもタイムシフトマシン再生が終了す
る場合があります。

● 番組を選び直すには、上記手順❶～❹をします。
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HDMI-CEC対応の機器HDMI-CEC対応の機器
● HDMI CEC対応の機器を操作します。
※ すべての製品でメニューに表示されたすべての機能の操作
ができることを保証するものではありません。

レコーダーを操作

リンクメニュー

番組表

番組選択

予約一覧

セットアップメニュー

ドライブ切換

画面表示

電源

HDMI連動機器に接続された機器HDMI連動機器に接続された機器
● HDMI連動対応のオーディオ機器などにHDMI連動機器が

接続されている場合は、以下のようになります。

HDMI連動機器
（オーディオ機器）

HDMI連動機器
（東芝レコーダー）

HDMI連動機器
（東芝プレーヤー）

本機例

東芝レコーダーなどを選択したとき東芝レコーダーなどを選択したとき
● 「AVシステムを操作」を選ぶと、オーディオ機器の機器操作

メニューが表示されます。

東芝レコーダーを操作

レグザメニュー

番組表

録画番組一覧

録画予約一覧

ブロードバンドメニュー

クイックメニュー

画面表示

ドライブ切換

入力切換

電源

その他の操作

ＡＶシステムを操作

ＡＶシステムを操作

画面表示

セットアップメニュー

東芝レコーダーを操作

入力切換

● レグザリンク対応の東芝レコーダーについては、ホームページ （www.toshiba.co.jp/regza/）をご覧ください。
● レグザリンク対応のオーディオ機器については、ホームページ （www.toshiba.co.jp/regza/）をご覧ください。
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 本機のリモコンでできるおもな操作
● HDMI連動機器を接続した場合、本機のリモコンで以下の操作をすることができます。
※ 以下は代表的な動作です。操作する機器によっては、動作が異なる場合があります。

クリア音声

サブメニュー

クリア音声音声

サブメニュー
 

本機のリモコンボタン 動作の内容

番組を再生します。

再生中に押すと一時停止になります。もう一度押すと、一時停止が
解除されます。

録画や再生を停止します。

再生中に押すと早送り再生になります。

 再生中に押すと早戻し再生になります。

再生中に押すと少し先に進んで再生します。

再生中に押すと少し戻って再生します。

メニューなどで項目を選択します。

選択した内容を決定したり、選択した操作を実行したりします。

一つ前の操作に戻ります。

操作を終了します。

各機器でカラーボタンに割り当てられた機能を操作します。

オーディオ機器の音量を調節します。

オーディオ機器の音を消します。

接続機器の映像・音声を楽しむ （レグザリンク）

  本機のリモコンで対応機器を操作する　つづき
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 オーディオ機器の音声を設定する
● AVシステム音声連動対応のオーディオ機器が接続されてい
る場合、オーディオ機器のサラウンドメニューからお好み
の音声を選択したり、ユニボリュームの機能を使用したり
することができます。（オーディオ機器によっては、サラウ
ンドメニューまたはユニボリュームのどちらか一方しか使
用できない場合があります）

● 以下の条件❶と❷の両方が満たされるときにこの操作がで
きます。
❶ 本機と音声連携が可能なオーディオ機器（AVアンプなど

とそのスピーカー）がHDMIケーブルで接続されていて、
動作状態になっている。（スピーカーから音声が出るよう
になっている）

❷ 「HDMI連動設定」（ 79 ）が以下のように設定されてい
る。
• HDMI連動機能 ···············使用する
• AVシステム連動 ·············使用する
• AVシステム音声連動 ·····使用する

1 を押し、 で「AVシステム音声
設定」を選んで を押す

2 で「サラウンドメニュー」または「ユニ
ボリューム」を選び、 を押す

3 お好みに設定する● 以下の説明を参考にしてください。

サラウンドメニューサラウンドメニュー
● AVシステム機器のサラウンドモードを設定します。
 サラウンドメニューから、視聴中の番組に適した音声を選
ぶことができます。

※ 画面に表示されるサラウンドメニューは目安です。AVシス
テム機器側のサラウンドメニューの内容と一致しない場合
があります。

※ 「おまかせ」に設定すると、番組が変わるたびに本機が取得
した番組ジャンル情報がAVシステム機器に送られ、AVシ
ステム機器のスピーカーからジャンルに適した音声が出る
ようになります。

ユニボリュームユニボリューム
● ｢オン」に設定すると、番組とコマーシャルの音量差、チャン
ネル間の音量差、外部入力間の音量差が少なくなるように
補正され、テレビの音が聞きやすくなります。

※ クラシック音楽などの番組では、音量差を小さくすると音
の強弱表現が損なわれます。そのような番組を視聴する場
合や、映画などでシーンによって変わる音量差の迫力を味
わいたい場合などは、この機能を「オフ」にしてください。

  オーディオ機器で聴く
 オーディオ機器のスピーカーで聴く

● オーディオ機器に接続されているスピーカーで聴いたり、
本機のリモコンでオーディオ機器の音量を調節したりする
ことができます。

● 本機とオーディオ機器をHDMIケーブルおよび光デジタル
音声ケーブルで接続します。（ 74 ）

● 光デジタルケーブルの代わりに音声用コードで接続するこ
ともできます。その場合は、「ヘッドホーン／音声出力設定」
（ 100 ）を「固定出力モード」に設定します。

● HDMI連動（レグザリンク）に非対応のオーディオ機器の場
合、本機のスピーカーから音声を出さないときは、以下の操
作をするか、または本機の音量を最小に調節してください。

1 を押し、 と で「その他の操
作」⇨「 スピーカー切換」を選び、

他
を押

す

2 で「 AVシステムのスピーカーで聴く」
または「外部スピーカーで聴く」を選び、
を押す

● 以下の場合に「AVシステムスピーカーで聴く」が表
示されます。
・ 本機と音声連携が可能なオーディオ機器（AVア

ンプなどとそのスピーカー）がHDMIケーブルで
接続されていて、動作状態になっている。（スピー
カーから音声が出るようになっている）

・ 「HDMI連動設定」（ 79 ）が以下のように設定さ
れている。
• HDMI連動機能 ················使用する
• AVシステム連動 ··············使用する
• AVシステム音声連動 ······使用する

● 本機のスピーカーで聴くときは、「 テレビのスピー
カーで聴く」を選びます。

テレビのスピーカーで聴く

ＡＶシステムのスピーカーで聴く

スピーカーを切り換える

3 音量を調節する● レグザリンク対応のオーディオ機器では、本機のリ
モコンで音量調節と消音の操作ができます。

※ レグザリンク非対応のオーディオ機器を音声用コー
ドで接続している場合は、「ヘッドホーン／音声出力
設定」（ 100 ）に従った方法で音量を調節してくだ
さい。
• 固定出力モード ·····  オーディオ機器で音量を調節

します。
• 可変出力モード ·····  本機のリモコンで音量を調節

します。

● 音量表示が「AVシステム音量」に変わっているとき、本機のスピーカーおよび「通常モード」100 選択時のヘッドホーン端子から音声
は出ません。

● レグザリンク対応のオーディオ機器については、ホームページ （www.toshiba.co.jp/regza/）をご覧ください。
● AVシステム音声連動対応のオーディオ機器については、ホームページ （www.toshiba.co.jp/regza/）をご覧ください。
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 インターネットに接続する

 インターネットを利用するための接続をする
 本機をインターネットに接続したときにできること

できること 内　容 記載ページ
ネットワークサービス ● クラウドサービスなどのネットワークサービスを楽しむことができます。 88

データ放送の
双方向サービス

● データ放送の双方向サービスを利用して、クイズ番組に参加したり、ショッピ
ング番組で買物をしたりすることができます。

※ 本機は電話回線を利用した双方向サービスには対応しておりません。
41

ソフトウェアの更新 ● 東芝サーバーから本機の最新ソフトウェアをダウンロードすることができま
す。 124

 接続のしかた
● はじめてインターネットを利用する場合は、通信事業者やプロバイダー（インターネット接続業者）との契約が必要です。通信
事業者または取扱いの電気店などにご相談ください。

● 接続方法でご不明な点は、裏表紙に記載の「東芝テレビご相談センター」にお問い合わせください。
● 接続が終わったら、必要に応じて次ページの「ネットワーク設定」をしてください。
● すでにパソコンでインターネットを利用している場合は、本機のLAN端子とルーターのLAN端子を市販のLANケーブルで接
続するだけです。「ネットワーク設定」は必要ありません。

● モデムとルーターが一体化されている場合もあります。それぞれの取扱説明書もよくお読みください。

［本機背面］
ルーター

WAN端子
LAN端子

LAN端子へ

LANケーブル

LANケーブル

インターネットから

インターネット利用中の
パソコンなど

ADSLモデム
（電話回線でADSL利用時）
ケーブルモデム
（CATVでインターネット利用時）
回線終端装置またはVDSL装置
（光回線でインターネット利用時）

● LANケーブルを抜き差しするときは、本機および接続機器などの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてく
ださい。

● LANケーブルは、カテゴリ5（CAT5）と表示された規格以上のものをご使用ください。テレビ・ビデオサービスや動画サービスなど
を利用する場合、カテゴリ3と表示されたケーブルでは、正しく視聴できないことがあります。

● 本機のLAN端子は、必ず電気通信端末機器の技術基準認定品ルーターなどに接続してください。
● 通信事業者およびプロバイダーとの契約費用および利用料金などは、ご自身でお支払いください。
● 以下の場合やご不明な点は、ご契約の回線事業者やケーブルテレビ会社、プロバイダーなどにお問い合わせください。
• ご契約によっては、本機やパソコンなどの機器を複数接続できないことがあります。
• 一部のインターネット接続サービスでは、本機を利用できないことがあります。
• プロバイダーによっては、ルーターの使用を禁止あるいは制限している場合があります。
• 回線の状況によっては、うまく通信できないことがあります。
• モデムについてのご不明な点など。

● 本機では、ルーターやルーター内蔵モデムの設定はできません。これらの機器によっては、パソコンでの設定が必要な場合があります。
● 本機はダイヤルアップ通信やISDN回線などでインターネットを利用することはできません。
● この取扱説明書で図示していない機器が接続されている場合は、正常に通信できないことがあります。
● ルーターなどが正しく設定されていない回線に本機のLAN端子を接続すると、本機が正常に動作しないことがあります。
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 インターネットを利用するための設定をする
● お買い上げ時の設定でインターネットが利用できない場合
やネットワークの設定をし直す場合などに、必要に応じて
設定します。

● ネットワーク設定の変更をブラウザ（ 89 ）に反映するた
めには、本機の電源を入れ直してください。

1 を押し、 と で「初期設定」⇨
「 ネットワーク設定」の順に進む

2 設定する項目を で選び、 を押す
ＩＰアドレス設定

ＤＮＳ設定
プロキシ設定
ＭＡＣアドレス
接続テスト

ネットワーク情報

自動取得
自動取得

ネットワーク設定

3 以降の手順で設定する
  IPアドレス設定

● インターネットに接続するために、本機に割り当てられる
固有の番号を設定します。

※ 「IPアドレス自動取得」を「しない」に設定した場合は、「DNS
設定」の「DNSアドレス自動取得」は、自動的に「しない」に設
定されます。その場合は、DNSアドレスを手動で設定しま
す。

❶ IPアドレスを自動取得できる場合は、 で「する」
を選ぶ

ＩＰアドレスを設定してください。

ＩＰアドレス自動取得

ＩＰアドレス

サブネットマスク

デフォルトゲートウェイ

する

ＩＰアドレス設定

自動取得できないネットワーク環境の場合自動取得できないネットワーク環境の場合
① で「しない」を選ぶ
② で「IPアドレス」を選び、 ～ (0)で入力す
る

③ で「サブネットマスク」を選び、 ～ (0)で
入力する

④ で「デフォルトゲートウェイ」を選び、 ～
(0)で入力する

• ②～④では0～255の範囲の数字（左端の欄は0以外）を
4箇所の欄に入力します。

• 欄を移動するには、 を押します。

❷ を押す

  DNS設定
● ドメイン名をIPアドレスに置き換える機能を持ち、IPアド

レスで特定されているDNSサーバーを設定します。
※ 「IPアドレス自動取得」を「しない」に設定した場合は、「DNS
アドレス自動取得」は自動的に「しない」に設定され、「する」
にはできません。その場合は、DNSアドレスを手動で設定
します。

❶ DNSアドレスを自動取得できる場合は、 で「す
る」を選ぶ
自動取得できないネットワーク環境の場合自動取得できないネットワーク環境の場合
① で「しない」を選ぶ
② で「DNSアドレス（プライマリ）」を選び、
～ (0)で入力する

③ で「DNSアドレス（セカンダリ）」を選び、
～ (0)で入力する

• ②と③では0～255の範囲の数字（左端の欄は0以外）を
4箇所の欄に入力します。

• 欄を移動するには、 を押します。

❷ を押す

  プロキシ設定
● インターネットとの接続時にプロキシ（代理）サーバーを経
由する場合に設定します。

● ご契約のプロバイダーから指定がある場合にだけ設定しま
す。

● ここでのプロキシ設定はHTTPに関するものです。

❶ で「使用する」を選び、 を押す
❷ で「サーバー名」を選び、 を押す
❸ サーバー名を入力する

• 文字入力方法については、 43 をご覧ください。
• 入力できる文字は半角英字／半角数字で、記号は半角
の!"#%&()*+,-.:;<=>@[¥]^{}̃?_/です。

❹ で「ポート番号」を選び、 ～ (0)でポート番
号を入力する

❺ で「設定完了」を選び、 を押す

  MACアドレス
● ネットワーク上に接続されている機器を識別するために本
機に割り当てられている番号です。

● MACアドレスの確認が終わったら、 を押してメニュー
を消します。

 接続テスト
● 「ネットワーク設定」が正しいかテストします。テストが

終わると「接続テスト結果」画面が表示されます。「インター
ネットに接続できました。」と表示された場合は、「終了」を選
んで を押します。

● 正しく接続できなかった場合は、「再テスト」を選んで を
押します。再度接続テストを行い、接続テスト結果画面が
表示されます。再テストを行っても接続できない場合は、
「ネットワーク設定」を選んで を押し、設定をやり直して
ください。
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  ネットワーク情報
● 現在利用しているネットワーク情報が表示されます。

 ネットワークサービスを利用するための設定をする
● インターネットに接続して、クラウドサービス（ 88 ）な

どのネットワークサービスを利用するには、「ネットワーク
サービス利用設定」を「利用する」に設定します。
※「クラウドサービス」の使用には、ソフトウェアの更新が
必要な場合があります。

1 を押し、 と で「初期設定」⇨
「ネットワークサービス利用設定」の順に
進む

はじめての設定
アンテナ設定
チャンネル設定
データ放送設定
ネットワーク設定

ネットワークサービス利用設定
miniＢ－ＣＡＳカードの確認
ソフトウェアのダウンロード

設定の初期化

初期設定

2 内容を最後まで読む
定設用利スビーサクーワトッネ定設のてめじは

利用する利用しない 設定完了

「利用する」に設定すると、本機の操作情報（チャンネル切換、録画予約、検索履歴など）や
ご登録いただいた都道府県、性別などの情報がインターネットサーバーで記録されますが、
これらの情報から利用者個人を特定することはありません。

本サービスの詳しい内容については、クラウドメニューの「クラウド操作ガイド」でご確認ください。

＜本サービスについて＞
・本サービスのご利用には、住所・氏名・連絡先等の個人情報の入力は不要です。
・サーバーが収集した情報は、本サービスの提供以外に、統計情報としてマーケティングなどの目的で
利用することがあり、 この目的の範囲内で第三者に提供する場合があります。
・本設定は、初期設定から変更できます。
　「利用しない」に設定を変更した場合、それまでにサーバーが収集した本機に関する情報はサーバーから
消去されます。
・本サービスは、予告なく休止、終了、または内容を変更する場合があります。
・本サービス中において、本サービス以外のソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）などのサービスを
ご利用いただく場合、 各サービス提供者の利用規約およびその他規約が適用されます。
当社は、本サービス以外の第三者により提供されるサービスおよびこれに関連する事項について、
一切の責任を負いません。

本機をネットワークに接続すると、進化するレグザクラウドサービス「TimeOn」や
ビデオ・オンデマンドサービスなどの各種ネットワークサービス（本サービス）を利用できます。
※「TimeOn」は、再生可能な番組の中から好きなシーンを探して再生できる「みどころシーン再生」や
番組を自動で録画できる「おまかせ録画コミュニティ」など、各種サービスの総称です。
 以下を最後まで読んでネットワークサービスを利用するかを選んでください。

例

3 で「利用する」または「利用しない」を
選び、 を押す

4 で「設定完了」を選び、 を押す

ネットワーク情報
接続タイプ 有線
ＩＰアドレス設定 自動取得
ＩＰアドレス －－：－－：－－：－－
サブネットマスク －－：－－：－－：－－
デフォルトゲートウェイ －－：－－：－－：－－
ＤＮＳ設定 自動取得
ＤＮＳアドレス（プライマリ） ＸＸＸ．ＸＸＸ．ＸＸＸ．ＸＸＸ
ＤＮＳアドレス（セカンダリ） ＸＸＸ．ＸＸＸ．ＸＸＸ．ＸＸＸ
プロキシ設定 使用しない
サーバ名
ポート番号
有線ＭＡＣアドレス －－：－－：－－：－－：－－：－－

例

インターネットに接続する

 インターネットを利用するための設定をする　つづき

■ネットワークサービス利用設定について
● ネットワークサービス利用設定を「利用する」に設定する
と、本機の操作情報（チャンネル切換、録画予約、検索履歴
など）やご登録いただいた都道府県、性別などの情報がイ
ンターネットサーバーで記録されますが、これらの情報か
ら利用者個人を特定することはありません。

● クラウドサービスの詳しい内容については、クラウドメ
ニューの「クラウド操作ガイド」から確認できます。

● クラウドサービスなどのネットワークサービス（以下「本
サービス」と表します）のご利用には、住所・氏名・連絡先
等の個人情報の入力は不要です。

● サーバーが収集した情報は、本サービスの提供以外に、統
計情報としてマーケティングなどの目的で利用することが
あり、この目的の範囲内で第三者に提供する場合がありま
す。

● 本サービスは、予告なく休止、終了、または内容を変更す
る場合があります。

● 本サービス中において、本サービス以外のソーシャル・ネッ
トワーキング・サービス(SNS）などのサービスをご利用い
ただく場合、各サービス提供者の利用規約およびその他規
約が適用されます。当社は、本サービス以外の第三者によ
り提供されるサービスおよびこれに関連する事項につい
て、一切の責任を負いません。

● ネットワークサービス利用設定を「利用しない」に設定を変
更した場合、それまでにサーバーが収集した本機に関する
情報は、サーバーから消去されます。
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■ IPアドレス設定について
● 本機に接続されたルーターのDHCP機能（IPアドレスを
自動的に割り当てる機能）がONのときは、「自動取得」を
「する」「しない」のどちらでも設定できます。

 （通常は、「する」に設定します。「しない」に設定した場合
は手動での設定が必要です）

● ルーターのDHCP機能がOFFのときは、「自動取得」を
「しない」にして、手動で設定します。

● 手動で設定する際は、他の接続機器とIPアドレスが重複
しないように設定します。設定する固定IPアドレスは
プライベートアドレスでなければなりません。

● 設定終了後、本機に設定されたIPアドレスとルーターの
ローカル側に設定されたIPアドレスのネットワークID
部分がそれぞれ同じであることを確認します。（詳しく
は、ルーターの取扱説明書をご覧ください）

■ DNS設定について
● 本機に接続されたルーターのDHCP機能がONのとき
は、DNSアドレスの「自動取得」を「する」「しない」のど
ちらでも設定できます。（通常は、「する」に設定します。
「しない」に設定した場合は手動での設定が必要です）

● 本機に接続されたルーターのDHCP機能がOFFのとき
は、DNSアドレスの「自動取得」を「しない」にして、プ
ロバイダーから指定されたものを手動で設定します。
（プロバイダーによって設定方法が異なります。プロバ
イダーとの契約内容に沿った設定をしてください）

 ■ IPアドレス
 インターネットに接続する場合に、端末に割り当てられる
固有の番号です。形式は、最大3ケタの数字4組を点で区
切った形になっています。（例：111.112.xxx.xxx）

■ DNSサーバー
 ドメイン名（xxx.co.jpなど）をIPアドレスに置き換える機
能を持つサーバーで、本機では自動的に取得されます。自
動で取得できない場合は、手動で、プロバイダーからの資
料で指定されたDNSアドレスを「プライマリ」に入力しま
す。二つある場合は、もう一方を「セカンダリ」に入力しま
す（例：111.112.xxx.xxx）。ご契約のプロバイダーによっ
ては、「ネームサーバー」、「DNS1/DNS2サーバー」、「ドメ
インサーバー」などと呼ばれることがあります。

■ サブネットマスク
 ネットワークを区切るために、端末に割り当てられるIPア
ドレスの範囲を限定するためのものです。（例：255.255.
xxx.xxx）

■ デフォルトゲートウェイ
 ネットワーク外のサーバーにアクセスする際に、使用する
ルーターなどの機器を指定するためのものです。IPアドレ
スで特定されています。（例：111.112.xxx.xxx）

■ プロキシ
 ご契約のプロバイダーから指定があるときだけ設定してく
ださい。（例：proxy.xxx.xxx.xxx）

 この設定をすると、HTTPプロキシサーバーからファイア
ウォール（外部からの不正侵入防護壁）を越えて通信先のブ
ラウザにデータを高速で送ることができます。

 ■ MACアドレス
 ネットワーク上に接続されている機器の識別のために、各
機器ごとに割り当てられる固有の番号です。

 ■ ネットワーク設定の接続テスト結果について
● 接続テストの結果、正しく通信できなかった場合は、以
下を確認します。
⑴ LAN端子の接続状態と「ネットワーク設定」を確認する

• 正しく接続・設定されているかご確認ください。
設定内容については、ルーターの設定内容に関係
することがありますのでご注意ください。（ルー
ターの設定については、ルーターの取扱説明書を
ご覧ください）

⑵ ネットワーク環境の接続確認
• 以下の手順で本機と同一ネットワーク上に接続
されたパソコンからインターネットに接続でき
るか確認します。

❶ パソコンのインターネット・ブラウザ（Internet 
Explorerなど）を起動する

❷ URL欄に｢www.toshiba.co.jp/｣を入力し、ペー
ジが表示されることを確認する
• ページが正しく表示されない場合は、接続され
ているパソコンやルーターの設定が正しいか
確認します（詳しくは、パソコン、ルーターの
取扱説明書をご覧ください）。この場合、本機
の問題ではない可能性があります。

 ■ PPPoE設定について
● 本機ではPPPoEの設定はできません。PPPoEはルー
ター側に設定してください。（設定にはパソコンが必要
です）

お知らせ・用語
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 クラウドサービス・ネットワークサービスを楽しむ

  クラウドサービスと ネットワークサービスについて
● ネットワークサービスとはネットワーク機能を使ったサービスです。
● 本書では、ネットワークサービスの一例として「インターネット」（ 89 ～ 95 ）の操作方法を記載しています。
● クラウドサービスはネットワークサービスの一部で、東芝や他社が提供するサービス、および動画再生などテレビ本体の機能へ
リンクを提供します。クラウドサービスを使って番組情報を友人と交換したり、お好みの動画やショッピングを楽しんだりする
ことができます。

※ サービスは順次追加されます。対応ソフトウェアの更新時期やサービスの概要などについてはホームページ（http://www.
toshiba.co.jp/regza/）をご覧ください。

クラウドサービスやネットワークサービスに必要な準備
● クラウドサービスやネットワークサービスを楽しむ前に、以下の接続と設定が必要です。

必要な接続・設定 記載ページ

• インターネットを利用するための接続をする。
• インターネットを利用するための設定をする。
• 「ネットワークサービス利用設定」を「利用する」に設定する。
• インターネットの利用制限を設定する。

84
85 ～ 86
86
110

 クラウドサービスの基本操作
 

● クラウドサービスの名称およびサービス内容は、予告なく
変更・終了する場合があります。

● クラウドサービスの利用アプリやネットサービスによって
は、事前に利用者登録などが必要なサービスがあります。

● ご利用の回線業者やプロバイダーが採用している接続方
式・契約約款によっては、サービスを利用できない場合が
あります。

● クラウドサービスの利用できるアプリやネットサービス提
供者が提供するサービスやコンテンツに関して当社は一切
の責任を負いません。

● クラウドサービスの内容は録画することはできません。
● を押してもクラウドサービスの画面が表示され

ない場合は、 を2秒以上押してから、 を押し

ます。 を2秒以上押すと、クラウドサービス終了後再読

込みが行われ、 を押すと再読込み後の画面が表示

されます。

1 を押す
● クラウドサービスの画面が表示されます。
● クラウドメニューの操作や項目などについては、画
面に表示される「クラウド操作ガイド」やホームペー
ジ（http://www.toshiba.co.jp/regza/）をご覧ください。

2 でお好みのクラウドサービス
を選び、 を押す
はじめて使用するときはじめて使用するとき
● 「インターネット制限設定」（ 110 ）が未設定の場
合、一部の機能をはじめて利用する際に、「インター
ネット制限設定」の説明画面が表示されます。

インターネット制限設定

決定 を押す

本機には、青少年ネット規制法に基づく
フィルタリング機能が搭載されています。

機能を有効にするには、「インターネット
制限設定」の「レグザ版あんしんねっと」
を「使用する」にします。

❶ 画面の説明を読み、 を押す
● 説明画面が消えます。

❷ 暗証番号の入力画面が表示された場合は、 ～
（0）で入力する

● 暗証番号の入力画面は、「ブラウザ制限設定」
（ 110 ）を「制限する」に設定している場合に表示
されます。

 閲覧制限の説明画面が表示されたとき 閲覧制限の説明画面が表示されたとき
● 「レグザ版あんしんねっと設定」（ 110 ）で「閲覧設

定」をしている場合、設定した制限レベルを超えるサ
イトにアクセスすると、閲覧制限の説明画面が表示
されます。

❶ 画面の説明を読み、 を押す
● 前のページに戻ります。

           

 一時的に閲覧制限を変更するとき

① を押す

② で「閲覧制限一時変更」選び、 を押す

③ ～ （0）暗証番号を入力する
● 「制限するために暗証番号を設定する」（ 109 ）で設

定した暗証番号を入力します。
● 閲覧制限が解除されます。
● 制限が解除された状態は、対象のサービスを終了す
るまで継続されます。

● 利用中に再び閲覧制限を有効にする場合は、 を

押して「閲覧制限再設定」を選びます。

3 見たい項目を で選び、 を押す

4 クラウドサービスを終了するには、 を
押す
● 確認のメッセージが表示されたら、 で「はい」を

選び、 を押します。
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ネットサービスを楽しむ

  「インターネット」で情報を見る
● 「インターネット」を使って、さまざまな情報を見たり、調べたりすることができます。
● 接続や設定などの準備については、「インターネットに接続する」（ 84 ～ 86 ）および、「インターネットの利用を制限する」
（ 110 ）をご覧ください。

 基本操作

1 を押し、 と でクラウ
ドメニューの項目から「インターネット」
の順に進む
● 「インターネット」のブラウザ画面が表示されます。
※ 回線の状態によって時間がかかることがあります。

※ 「インターネット制限設定」の説明画面が表示された
場合や、暗証番号の入力画面が表示された場合の操
作については、88 の手順2 の説明をご覧くださ
い。

2 見たい項目を で選び、 を押
す
● 選んだ項目にオレンジ色の太い枠がつきます。
● 画面上部の検索欄など、キーワードなどを入力して

情報を探す項目を選択した場合は、文字入力画面が
表示されます。（文字入力のしかたは 43 をご覧く
ださい）

※ 閲覧制限の説明画面が表示された場合の操作につい
ては 88 の説明をご覧ください。

3 「インターネット」を終了するには、 を
押す
● 確認のメッセージが表示されたら、 で「はい」を

選び、 を押します。

● 通信中に本体の電源ボタンを押して電源を「切」にしたり、
電源プラグを抜いたりしないでください。お気に入りや履
歴、Cookieなどの情報が正しく保存されなかったり、クラ
ウドメニューの更新に失敗する場合があります。クラウド
メニューの更新に失敗すると、クラウドメニューが正しく
表示されなくなることがあります。その際は、本機を「初期
化」（ 112 ）をすると、正しく表示されるようになります。
※ 初期化をすると、設定内容がお買い上げ時の設定状態に
なり、初期化前の状態に戻すことはできませんので、ご
注意ください。

● インターネットを利用中に、LANケーブルを抜いたり、
ネットワーク接続環境を変更したりすると、本機やWebコ
ンテンツの操作ができなくなることがあります。その場合
は、本体の電源ボタンで電源を「切」にしてから、もう一度電
源を「入」にしてください。

● ページが表示されるまでの時間は、接続業者との契約の種
類や回線の混み具合などによって大きく異なります。

● インターネット機能使用時の文字入力では改行ができま
す。（記号一覧末尾に改行記号が追加されます）

● 暗号(SSL/TLS暗号)やセキュリティソフトなどで保護さ
れたサイト（セキュアなサイト）に接続されると、URL表
示欄に鍵アイコンが表示されます。
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 便利機能を使う
● よく使う機能を便利機能のメニューから操作することがで
きます。

1 ページの表示中に を押す
● 便利機能のメニューが表示されます。
● 見たい情報を新しいウインドウで開く場合は、見た

い情報を選び、 を押します。（前ページ右下の
説明をご覧ください）

2 で機能のアイコンを選び、 を押す
※ 一部のネットサービスを利用しているときは、いく

つかの機能は使用できません。使用できない機能は、
薄くなって表示されます。

ウィンドウ 戻る 進む 再読込み ホーム お気に入り 履歴表示 ポインター 設定

OFF

URL/ 検索

アイコン、機能 内　容

 「ウインドウ」

なにも表示していない新規ウインドウを
開いたり、複数開いているウインドウか
ら見たいウインドウを選んだり、不要な
ウインドウを閉じたりします。

 「戻る」 一つ前のページに戻ります。
履歴がないときは選択できません。

 「進む」 一つ先のページに進みます。
履歴がないときは選択できません。

 「再読込み」

 「中止」

  表示しているページの情報が更新さ
れます。
   読込中に読込みを中止します。

（読込中のときは が表示され、それ以外
のときは が表示されます）

 「ホーム」
ホームに設定されているペ－ジに戻りま
す。設定のしかたは「ホームページに設定
する」93 をご覧ください。

 「お気に入り」
よく見るページを「お気に入り」に登録し
たり、「お気に入り」の中から見たいペー
ジを選んだりすることができます。91

 「履歴表示」
表示履歴の中から、見たいページを選ん
だり、履歴を削除したりすることができ
ます。92

 「URL／検索」

見たいページのアドレス（URL）を入力
してペ－ジを表示させたり、インター
ネット検索やページ内検索をします。（右
の説明）

 「ポインター」ポインターのオン/オフを切り換えます。
93

 「設定」 ページ操作や各種設定をするときに使い
ます。

新規ウインドウを開くには新規ウインドウを開くには

❶ で「 ウインドウ」を選び、 を押す
❷ で「新しいウインドウの作成」を選び、 を押す
● ウインドウは最大五つまで開くことができます。

表示させるウインドウを選ぶには表示させるウインドウを選ぶには
● ウインドウが複数開いているときに、表示させたいウインド
ウを選ぶことができます。

❶ で「 ウインドウ」を選び、 を押す
❷ で「ウインドウ一覧」を選び、 を押す

ウィンドウ 戻る 進む 再読込み ホーム お気に入り 履歴表示 URL/ 検索 ポインター 設定

OFF2

ページ情報の表示

新しいウインドウの作成

このウインドウを閉じる

他のウインドウを閉じる

ウインドウ一覧

複数ウインドウを開いているとき、開いているウインドウ数
を表示します。

❸ で表示させたいウインドを選び、 を押す

ウインドウを閉じるにはウインドウを閉じるには

❶ で「 ウインドウ」を選び、 を押す
❷ で「このウィンドウを閉じる」を選び、 を押す
● ウインドウが複数開いているときに、表示しているウイ
ンドウ以外を閉じたいときは、「他のウインドウを閉じ
る」を選びます。

開いているページの情報を確認するには開いているページの情報を確認するには

❶ で「 ウインドウ」を選び、 を押す
❷ で「ページ情報の表示」を選び、 を押す
● 現在見ているページの情報が表示されます。

    アドレスを入力してページを見るアドレスを入力してページを見る
● アドレス（URL）がわかっている場合は、それを入力して

ページを見ることができます。

1 便利機能のメニューから、 で「URL/検
索」を選び、 を押す
● アドレス入力画面が表示されます。

2 でアドレス入力欄を選び、
を押す

URL を開く

ウェブ検索 ページ内検索URL

新しいウィンドウで開く

OK

アドレス入力欄

● 入力履歴がある場合は入力欄下に履歴が表示されま
す。入力履歴から選ぶ場合は、 で選び、 を押
します。

ネットサービスを楽しむ

「インターネット」で情報を見る　つづき
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3 見たいページのアドレスを入力する● 文字入力画面で文字を入力します。文字入力のしか
たは 43 をご覧ください。文字切換で「定型文」を
選ぶと、定型文を簡単に入力することができます。

● 入力できる文字数は、半角英数字と半角記号で254
文字までです。

● 文字入力が終わったら を押し、文字入力画面から
手順2 のアドレス入力画面に戻ります。

● 新しいウインドウで開く場合は、「新しいウインド
ウで開く」を選び、 を押して、 を にします。

を押すたびに、 と が交互に切り換わりま
す。

4 で「OK」を選び、 を押す

    情報を検索する情報を検索する
● 検索サービスを使った検索ができます。

1 便利機能のメニューから、 で「URL/検
索」を選び、 を押す
● アドレス入力画面が表示されます。

2 で「ウェブ検索」または「ページ
内検索」を選び、 を押す

URL を開く

ウェブ検索 ページ内検索URL

新しいウィンドウで開く

OK

選んで　　を押す

検索キーワード入力欄

3 で入力欄を選び、 を押す

4 検索キーワードを入力し、 を押す
● 文字入力画面で検索キーワードを入力します。文字

入力のしかたは 43 をご覧ください。
● 入力できる文字は、半角英数字・半角記号で254文
字までです。

5 で「OK」を選び、 を押す

    「お気に入り」に登録する「お気に入り」に登録する
● お買い上げ時に登録されているものを含めて50個までの
ページを「お気に入り」に登録できます。

1 登録したいページを開く

2 便利機能のメニューから、 で「 お気
に入り」を選ぶ

3 で「お気に入りに登録」を選び、 を
押す

ウィンドウ 戻る 進む 再読込み ホーム お気に入り 履歴表示 URL/ 検索 ポインター 設定

OFF2
お気に入り一覧

お気に入りに登録

● 「お気に入り」一覧に追加されます。

「お気に入り」からページを見る「お気に入り」からページを見る

1 便利機能のメニューから、 で「 お気
に入り」を選ぶ

2 で「お気に入り一覧」を選び、 を押
す

OFF2

お気に入りに登録

お気に入り一覧

ウィンドウ 戻る 進む 再読込み ホーム お気に入り 履歴表示 URL/ 検索 ポインター 設定

3 見たいページを で選び、 を押す

お気に入り （ 16/ 50)

１ / 2

新しいウィンドウで開く

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

編集

次

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

● 見たいページを新しいウインドウで開く場合は、先
に「新しいウインドウで開く」を選んで を押して、

を にします。 を押すたびに、 と が交互
に切り換わります。
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登録した登録した  「お気に入り」を削除する「お気に入り」を削除する
● お気に入りに登録したアドレスを整理することができます。

1 便利機能のメニューから、 で「 お気
に入り」を選ぶ
● 「お気に入り」一覧が表示されます。

2 で「編集」を選び、 を押す

お気に入り （ 16/ 50)

新しいウィンドウで開く

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

編集

選んで　　を押す

3 で削除したいお気に入りを選び、
を押す
お気に入り （１６ / 50)

１ / 2

新しいウィンドウで開く

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

完了削除すべて選択

次

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

● を押して、 を にします。 を押すたびに、
と が交互に切り換わります。

● すべて削除するときは「すべて選択」を選び、 を押
します。

4 で「削除」を選び、 を押す
● 選択したお気に入りが一覧から削除されます。

5 で「完了」を選び、 を押す
● 画面右上の「×」を選び、 を押すと、ブラウザ画面

に戻ります。

      閲覧履歴から選んでページを見る閲覧履歴から選んでページを見る
● 今までに見たページの履歴から選ぶことができます。
● 履歴は15件前まで記録されています。

1 便利機能のメニューから、 で「 履歴
表示」を選び、 を押す

OFF2

ウィンドウ 戻る 進む 再読込み ホーム お気に入り 履歴表示 URL/ 検索 ポインター 設定

● 「閲覧履歴」の一覧が表示されます。

2 見たいページを で選び、 を押す

閲覧履歴 （最後の 15 件）
新しいウィンドウで開く

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2012/08/20  14:00

2012/08/20  14:00

2012/08/20  14:00

2012/08/20  14:00

2012/08/20  14:00

2012/08/20  14:00

2012/08/20  14:00

編集

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

閲覧履歴を削除する閲覧履歴を削除する
● 閲覧履歴を削除することができます。

1 便利機能のメニューから、 で「 履歴
表示」を選び、 を押す

2 で「編集」を選び、 を押す

3 で削除したい閲覧履歴を選び、 を
押す
● を押して、 を にします。 を押すたびに、

と が交互に切り換わります。
● すべて削除するときは「すべて選択」を選び、 を押
します。

4 で「削除」を選び、 を押す
● 選択した閲覧履歴が一覧から削除されます。

5 で「完了」を選び、 を押す
● 画面右上の「×」を選び、 を押すと、ブラウザ画面

に戻ります。

ネットサービスを楽しむ

「インターネット」で情報を見る　つづき
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    ポインターを切り換えるポインターを切り換える
● 画面を操作するときのツールを「 ポインター」に変更する
ことができます。

1 便利機能のメニューから、 で「 ポイ
ンター」を選び、 を押す

ウィンドウ 戻る 進む 再読込み ホーム お気に入り 履歴表示 URL/ 検索 ポインター 設定

2 OFF

2 ON

ウィンドウ 戻る 進む 再読込み ホーム お気に入り 履歴表示 URL/ 検索 ポインター 設定

を押すたびに切り換わります

● を押すたびに、「ON」と「OFF」が交互に切り換わ
ります。

ブラウザの設定をするブラウザの設定をする

1 便利機能のメニューから、 で「 設定」
を選び、

能
を押す

2 で設定項目を選び、 を押す

カテゴリ 設定項目

基本設定

ホームページ
• 現在表示されているページをホーム
ページとして設定します。

デザイン
• ダイアログの背景を設定します。

検索サービス
• 使用する検索サービスを設定します。

詳細設定

ウェブコンテンツ：エンコード
• 文字が化けている場合は、文字コード
を変更してみてください。一般的に日
本語のページは「Shift-JIS」ですが、
「EUC-JP」の場合があります。

ウェブコンテンツ：表示倍率
• ページの表示を拡大・縮小することが
できます。

※ ページによっては拡大・縮小できない
場合があります。

Cookie
• Cookieを受信し、「受信する/サード

パーティのCookieを受信しない/受信
しない/受信前に確認する」のどれかに
設定できます。

キャッシュ
• 保存されている閲覧履歴データを削除
することができます。

リセット
• ブラウザの設定をお買い上げ時の設定
に戻します。

カテゴリ 設定項目

セキュリティ

HTTPS/SSL
• 保護のないページに移動するときに、
メッセージが表示されるように設定で
きます。

• 使用するSSLまたはTLSバージョン
を選択できます。

• ルート証明書証明書の内容確認と有効
/無効の設定ができます。

About
• ブラウザについての情報などが表示さ
れます。

3 終わったら、 を押す

基本設定をする基本設定をする

 ホームページに設定する

❶ ホームページにしたいページを開く

❷ で「 設定」を選び、 を押す
❸ で「基本設定」を選ぶ

❹ で「ホームページ」を選び、 を押す

設定

基本設定

詳細設定

ホームページ

デザインセキュリティ

About

基本設定

http://www.toshiba.co.jp/

現在表示されているページをホームページとして設定

ダイアログ： 背景を透明にする

検索エンジン Yahoo!（日本語）

選んで　　を押す

使用する検索サービスを設定する

❶ で「基本設定」を選ぶ

❷ で「検索サービス」を選び、 を押す
❸ でお好みの検索サービスを選び、 を押す

詳細設定をする詳細設定をする

表示させたページが文字化けしているとき

❶ で「詳細設定」を選ぶ
❷ でWebコンテンツの「エンコード」を選び、

を押す

設定

基本設定

詳細設定

Webコンテンツ

Cookie

リセット

キャッシュ

セキュリティ

エンコード :

表示倍率 :

Cookie :

About

詳細設定

１００％

自動検出

受信する

閲覧履歴データを消去する ． ． ．

設定をデフォルトに戻す

❸ で文字コードを選び、 を押す
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ページの表示倍率を変更する

❶ で「詳細設定」を選ぶ

❷ で「表示倍率」を選び、 を押す
❸ でお好みの倍率を選び、 を押す

Cookie（クッキー）の設定を変更する

❶ で「詳細設定」を選ぶ

❷ で「Cookie」を選び、 を押す
❸ で設定を選び、 を押す

閲覧履歴を消去する

❶ で「詳細設定」を選ぶ
❷ でWebコンテンツの「キャッシュ」を選び、

を押す

設定

基本設定

詳細設定

Webコンテンツ

Cookie

リセット

キャッシュ

セキュリティ

エンコード :

表示倍率 :

Cookie :

About

詳細設定

１００％

自動検出

受信する

閲覧履歴データを消去する ． ． ．

設定をデフォルトに戻す

選んで　　を押す

❸ で消去する項目を選び、 を押す

閲覧履歴
URL入力履歴
検索入力履歴
キャッシュ
Cookie

閲覧履歴データを消去

キャンセル 消去する

● を押して、 を にします。 を押すたびに、
と が交互に切り換わります。

ブラウザの設定をお買い上げ時に戻す

❶ で「詳細設定」を選ぶ

❷ で「リセット」を選び、 を押す

設定

基本設定

詳細設定

Webコンテンツ

Cookie

リセット

キャッシュ

セキュリティ

エンコード :

表示倍率 :

Cookie :

About

詳細設定

１００％

自動検出

受信する

閲覧履歴データを消去する ． ． ．

設定をデフォルトに戻す

選んで　　を押す

セキュリティ設定をするセキュリティ設定をする
❶ で「セキュリティ」を選ぶ

設定

基本設定

詳細設定

HTTPS/SSL

セキュリティ

保護あり / なしのページ間の移動時に通知する
SSL 3.0 を使う
TLS 1.0 を使う
TLS 1.1 を使う
TLS 1.2 を使う

About

セキュリティ

証明書の管理 ． ． ．

❷ でセキュリティ設定を選び、 を押す

設定

基本設定

詳細設定

HTTPS/SSL

セキュリティ

保護あり / なしのページ間の移動時に通知する
SSL 3.0 を使う
TLS 1.0 を使う
TLS 1.1 を使う
TLS 1.2 を使う

About

セキュリティ

証明書の管理 ． ． ．

選んで　　を押す

証明書を管理する証明書を管理する
❶ で「セキュリティ」を選ぶ

❷ で「証明書の管理」を選び、 を押す

設定

基本設定

詳細設定

HTTPS/SSL

セキュリティ

保護あり / なしのページ間の移動時に通知する
SSL 3.0 を使う
TLS 1.0 を使う
TLS 1.1 を使う
TLS 1.2 を使う

About

セキュリティ

証明書の管理 ． ． ．

選んで　　を押す

● 証明書のリストが表示されます。（ルート証明書の例）

設定

基本設定

詳細設定

セキュリティ

About

セキュリティ > ルート証明書
DigiCert Assured ID Root CA

DigiCert Global Root CA

DigiCert High Assurance EV Root CA

GeoTrust Primary Certification Authority

thawte Primary Root CA

VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5

Secure Trust CA

Secure Global CA

COMODO Certification Authority

Network Solutions Certificate Authority

COMODO ECC Certification Authority

Security Communication EV RootCA1

DST RootCA X1

DST RootCA X2

Cybertrust Global Root

Class 1 Public Primary Certification Authority

● 以降の操作で、証明書の内容確認、証明書の有効/無効の設定
ができます。

※ この設定は一部のネットワークサービスでも有効です。

ネットサービスを楽しむ

「インターネット」で情報を見る　つづき
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証明書の内容を確認する

❶ 確認する証明書をリストから で選び、 を押す
● ルート証明書情報が表示されます

❷ 確認したら で「閉じる」を選び、 を押す

証明書の有効/無効を切り換える

❶ 設定する証明書をリストから で選び、 を押す
❷ で「無効にする」を選び、 を押す
● を繰り返し押すと、「有効にする/無効にする」の切換

えができます。

❸ で「閉じる」を選び、 を押す
● リストに戻り、有効の場合は冒頭に が表示されます。

 ブラウザの情報を見る ブラウザの情報を見る
❶ で「About」を選ぶ
● ブラウザ情報が表示されます。

ソフトウェアのオープンソースを確認する

❶ で「About」を選ぶ
❷ で「オープンソース ソフトウエア」を選び、

を押す
● 本ブラウザで使用しているソフトウェアのオープンソー
ス情報が表示されます。

■ Cookie（クッキー）
 ユーザーの情報やアクセスした履歴などの情報をWeb
サーバーからの指示で本機内に自動的に受信、記録して、イ
ンターネットブラウザとWebサーバー間でやりとりをす
るための仕組み、またはその受信・記録されるファイルの
ことです。Netscape社によって開発され、本機をはじめ、
各種のインターネットブラウザが対応しています。多くの
場合、ユーザーがWebサイトをより使いやすくするために
使用されますが、個人情報の流出につながるとの指摘もさ
れています。
※ Cookieを受信しないように設定すると、Webサイトに
よっては利用できない場合があります。

■ キャッシュ
 以前表示したページを再度見る場合に、本機に保存されて
いる過去のデータを表示して表示時間を短縮することで
す。

● サブメニューからもネットサービスを利用することができ
ます。

● 接続や設定などの準備については、「インターネットに接続
する」（ 84 ～ 86 ）および、「インターネットの利用を制
限する」（ 110 ）をご覧ください。

1 を押し、 で「ネットサービス」
を選び、

押
を押す

2 ネットサービスを で選び、 を押す
● 以下のネットサービスが利用できます。

YouTube YouTubeに接続します。
※ YouTubeは、YouTube, 

LLCによって運営されてい
る動画共有サービスです。

TSUTAYA TV TSUTAYA TVに接続します。
※ 「TSUTAYA TV」は、株式会

社T-MEDIAホールディング
スが提供するテレビ向け動
画配信サービスです。

GyaO!ストア GyaO!ストアに接続します。

スカパー！オンデ
マンド

スカパー！オンデマンドに接
続します。

T's TV T's TVに接続します。
※ 「T's TV」は、ブロードメ

ディア株式会社が提供する
テレビ向け動画配信サービ
スです。

U-NEXT U-NEXTに接続します。

アクトビラ アクトビラに接続します。
※ 「アクトビラ」は、株式会社ア
クトビラが提供するテレビ
向けインターネット・サー
ビスです。

Yahoo! JAPAN Yahoo! JAPANに接続しま
す。
※ 「Yahoo! JAPAN」は、ヤ
フー株式会社が提供するイ
ンターネット・ポータルサ
イトです。

インターネット 「インターネット」のブラウザ
画面が表示されます。89

● ネットサービスによっては、有料または登録が必要
なものがあります。

 その他のネットサービス

● YouTubeの場合、すべての動画コンテンツの再生を保証
するものではありません。
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1 を押し、 と で「映像設定」⇨
「お好み調整」または「映像調整」の順に進
む

映像設定（放送／再生）

おまかせ

オート
オン

映像メニュー
お好み調整

コンテンツモード
明るさ検出
室内環境設定

高画質化パラメーター

● 「映像メニュー」が「おまかせ」以外のときは、「映像調
整」に進みます。

映像設定（放送／再生）

標準

オート
オン

映像メニュー
映像調整

コンテンツモード
明るさ検出
室内環境設定

高画質化パラメーター

2 調整する項目を で選び、 を押す
明るさ調整
黒レベル
色の濃さ
色あい

シャープネス
詳細調整

お好み調整の初期化
お好み調整（放送／再生）

００
００
００
００
 

バックライト
ユニカラー
黒レベル
色の濃さ
色あい

シャープネス
詳細調整

映像調整の初期化
映像調整（放送／再生）

１００
００
００
００
００
００

● 「お好み調整」と「映像調整」では、調整できる項目が
一部異なります。

3 以降の手順（ 99 まで）でお好みの映像に
調整する
● 他の項目を調整するときは、手順2 から繰り返しま
す。（「バックライト」、「ユニカラー」、「黒レベル」、「色
の濃さ」、「色あい」、「シャープネス」の調整時は、
を押せば調整項目を切り換えることができます）

映像を調整する

  お好みの映像メニューを選ぶ  お好みの映像に調整する
● 見る映像の種類に応じて、お好みの映像メニューを選ぶこと
ができます。

● 映像メニューは、放送/再生の映像や各入力端子の映像など
でそれぞれ記憶させることができます。

 1 を押し、 と で「映像設定」⇨
「 映像メニュー」の順に進む

映像設定（放送／再生）

おまかせ

オート
オン

映像メニュー
お好み調整

コンテンツモード
明るさ検出
室内環境設定

高画質化パラメーター

2 お好みの映像メニューを で選び、
を押す
● 選択できる映像メニューは、視聴している映像の種

類によって異なり、選択できない映像メニューは表
示されません。

おまかせ
あざやか
標準

ライブプロ
映画プロ

映像メニュー

映像メニュー 内　容

 おまかせ 映像の内容と周囲の明るさに合わせて、
常に見やすい画質に自動調整されます。

 あざやか 日中の明るいリビングで、迫力ある映像
を楽しむときに適した設定です。

 標準 室内で落ち着いた雰囲気で楽しむとき
に適した設定です。（日常、ご家庭で使用
するときの推奨設定です）

 ライブプロ 暗くした部屋でテレビ番組を見るとき
に適した設定です。

 映画プロ 暗くした部屋で映画を見るときに適し
た設定です。（暖かみのある色あいが再
現されます）

 ゲーム ゲームのレスポンスを重視した、ゲーム
をするのに適した設定です。（HDMI入
力、ビデオ入力のときに選択できます）

PC パソコンの画面を表示するのに適した
設定です。
（HDMI入力のときに選択できます）
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 「お好み調整」や「映像調整」をした場合 「お好み調整」や「映像調整」をした場合
● 映像を調整すると、そのときに選択していた「映像メニュー」
に調整状態が記憶され、「映像メニュー」の表示に「：メモ
リー」が加わります。

● 調整状態は、放送/再生や各入力端子などの区分ごとに記憶
されます。たとえば、（放送/再生）の「おまかせ：メモリー」と
（HDMI1）の「おまかせ：メモリー」は、異なる調整をして記
憶させることができます。

映像設定（放送／再生）

おまかせ：メモリー

オート
オン

映像メニュー
お好み調整

コンテンツモード
明るさ検出
室内環境設定

高画質化パラメーター

「：メモリー」が表示されます。

ここに表示される区分ごとに記憶されます。

  明るさ調整
● この調整項目は、「映像メニュー」が「おまかせ」の場合や、「明
るさ検出」が「オン」に設定されているときに表示されます。

● 明るさ検出機能によって自動調整される画面の明るさを調
整することができます。

❶ を押す
❷ 明るさを変えたいレベルを で選び、 で明るさ
を調整する
● 必要に応じて異なるレベルの調整を繰り返します。
● を押すと、調整前のレベルに戻ります。
● を押すと、お買い上げ時の調整に戻ります。

周囲の明るさレベル

画面の明るさ

明るさ調整

暗 明

画
面
の
明
る
さ

0

100

39

明るさセンサーで感知した明るさ
レベル部分が選ばれます。

❸ 調整が終わったら、 を押す

 バックライト
● この調整項目は、「明るさ検出」が「オフ」に設定されていると
きに表示されます。

● お好みの見やすい画面の明るさに調整できます。

❶ でお好みの明るさに調整し、 を押す
● 「00」～「100」の範囲で調整できます。（調整値が大きく

なるほど画面が明るくなります）

 ユニカラー
● この調整項目は、「映像メニュー」が「おまかせ」以外のときに
表示されます。

● 映像のコントラスト、明るさ、色の濃さをバランスよく同時
に調整します。

❶ でお好みの映像に調整し、 を押す
● 「00」～「100」の範囲で調整できます。（数値が大きくな

るほど映像のコントラストが強くなります）

 黒レベル
● 映像の暗い部分（黒）の再現性（明るさ）を調整します。

❶ でお好みの明るさに調整し、 を押す
● 「－50」（暗く）～「＋50」（明るく）の範囲で調整できます。

 色の濃さ
● 映像の色の濃さを調整します。

❶ でお好みの濃さに調整し、 を押す
● 「－50」（淡く）～「＋50」（濃く）の範囲で調整できます。

 色あい
● 肌の色に注目して、色合いを調整します。

❶ でお好みの色あいに調整し、 を押す
● 「－50」（紫を強く）～「＋50」（緑を強く）の範囲で調整で

きます。

 シャープネス
● 映像の鮮明さを調整します。

❶ でお好みの映像に調整し、 を押す
● 「－50」（やわらか）～「＋50」（くっきり）の範囲で調整で

きます。

■ 「明るさ調整」と 明るさセンサーについて
● 調整中に照明をつけるなど、周囲の明るさを変えた場合は、調整後に画面の明るさが変わらないことがあります。
● 明るさセンサーの近くに物を置いたり、ふさいだりすると、明るさセンサーが正しく動作しなくなることがあります。明るさセンサー
の位置は 16 をご覧ください。
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詳細調整
● 「詳細調整」を選択して を押すとメニューが表示されま
す。

❶ 調整する項目を で選び、 を押す
● 視聴する映像の種類および「映像メニュー」の設定によっ

ては調整や設定ができない項目があります。

レゾリューションプラス設定
ノイズリダクション設定

ヒストグラムバックライト制御
ファインシネマ

色温度
ダイナミックガンマ

ガンマ調整

詳細調整

オン
オン
００
００
００

❷ 以降の手順で調整する
● 他の項目を調整する場合は、手順❶から繰り返します。

    レゾリューションプラス設定レゾリューションプラス設定
● 緻密で精細感のある映像を表示します。
● 「レゾリューションプラス設定」を選択して を押すと、
「レゾリューションプラス」、「ゲイン調整」の選択メニューが
表示されます。それぞれ以下の要領で設定します。

※ 映像によっては、効果がわかりにくい場合があります。

  レゾリューションプラスレゾリューションプラス
● レゾリューションプラスの機能を使うかどうかを設定しま
す。「オフ」に設定した場合は、「ゲイン調整」は機能しません。

※ レゾリューションプラスと同じ高画質処理機能を持った機
器を接続した場合、画面のノイズが目立つことがあります。
その場合には、本機のレゾリューションプラス、または、接続
した機器の高画質処理機能をオフにしてください。

① で「レゾリューションプラス」を選び、 を押す
② で以下から選び、 を押す
• オート ·····  映像の種類に応じて自動的にレゾリューション

プラスの機能が働きます。
• オフ ·········  この機能は働きません。

  ゲイン調整ゲイン調整
● レゾリューションプラスの効果（強さ）を調整します。

① で「ゲイン調整」を選び、 を押す
② で調整し、 を押す

調整範囲 数値が大きくなるほど、映像の精細感が
強調されます。01～05

ノイズリダクション設定ノイズリダクション設定
● 「ノイズリダクション設定」を選択してを押すと、「MPEG 
NR」と「ダイナミックNR」の選択メニューが表示されます。

※ 映像によっては、効果がわかりにくい場合があります。

MPEG(エムペグ) NRMPEG(エムペグ) NR
● デジタル放送やDVDなどの動きの速い映像のブロックノイ
ズ（モザイク状のノイズ）と、モスキートノイズ（輪郭のまわ
りにつく、ちらつきノイズ）を減らす機能です。

① でお好みの設定を選び、 を押す
• オート ······  映像の種類に応じて自動的に制御されます。
• 強、中、弱 ··  MPEG NRの効果が切り換わります。強くす

るほどノイズをより抑える方向に働きます。
• オフ ··········  この機能は働きません。
※ 効果を強くすると精細感を損なう場合があります。
※ 「オート」は「映像メニュー」が「おまかせ」のときにだけ選
択できます。

ダイナミックNRダイナミックNR
● 映像のざらつきやちらつきを減らす機能です。

① でお好みの設定を選び、 を押す
• オート ······  映像の種類に応じて自動的に制御されます。
• 強、中、弱 ··  ダイナミックNRの効果が切り換わります。
• オフ ··········  この機能は働きません。
※ 通常は「オート」に設定してください。効果を強くすると
残像が目立つ場合があります。

  ヒストグラムバックライト制御ヒストグラムバックライト制御
● 映像の明るさに応じてエリアごとにバックライトの明るさ
を自動調整し、メリハリのある映像にします。

① で以下から選び、 を押す
• オン ··········· ヒストグラムバックライト制御の機能が働き

ます。
• オフ ··········· この機能は働きません。

  ファインシネマファインシネマ
● 映画ソフト（フィルム映像）のもつスムーズな映像の動きと
画質を再現します。

※ 映像によっては、効果がわかりにくい場合があります。
※ 映像に違和感がある場合は、「オフ」に設定してください。

① で以下から選び、 を押す
• オン ·················  ファインシネマの機能が働きます。
• オフ ·················   この機能は働きません。

  色温度色温度
● 画面全体の色味を調整します。

① で調整し、 を押す

映像メニュー 調整範囲 調整値が小さくなるほど暖
色系、大きくなるほど寒色
系になります。

おまかせ ー05～＋05

おまかせ以外 00～10

映像を調整する

お好みの映像に調整する つづき
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  ダイナミックガンマダイナミックガンマ
● 映像の内容に応じて、暗い部分から明るい部分にかけての階
調が自動的に調整されます。

① で調整し、 を押す
映像メニュー 調整レベル

数値が大きくなるほどメ
リハリが強調されます。おまかせ時 ー05～＋05

おまかせ以外 00～10

  ガンマ調整ガンマ調整
● 映像の暗い部分と明るい部分の階調のバランスを調整する
ことができます。

① で調整し、 を押す

調整範囲 調整値が大きくなるほど画面全体が明るく
なります。－04～+04

お好み調整の初期化／映像調整の初期化
● 「お好み調整」、「映像調整」の内容を、お買い上げ時の設定・
調整に戻します。

❶ で「はい」を選び、 を押す 

その他の映像設定
● 「映像設定」のメニューに表示されている「コンテンツモー
ド」、「明るさ検出」、「室内環境設定」は、項目を選択してから
以下の手順で設定します。

映像設定（放送／再生）

おまかせ

オート
オン

映像メニュー
お好み調整

コンテンツモード
明るさ検出
室内環境設定

高画質化パラメーター

    コンテンツモードコンテンツモード
● 視聴する映像のコンテンツに合った画質になるように設定
することができます。

※ 「映像メニュー」が「ゲーム」、「PC」のときはコンテンツモー
ドは設定できません。

● 選択できる項目は、視聴している映像の種類や解像度によっ
て異なり、選択できない項目は表示されません。

① で以下から選び、 を押す
•オート  本機が自動的に切り換えます。

•ゴルフ/サッカー
 ゴルフ番組やサッカー観戦などに適し
た画質で表示されます。

•テレビアニメ
デジタルアニメ番組に適した画質で表
示されます。

•レトロアニメ
古い（画質などが粗い）アニメ番組に適
した画質で表示されます。

    明るさ検出明るさ検出
● 明るさセンサーで検出した周囲の明るさに応じて、画面の明
るさが自動で調整されます。

※ 「映像メニュー」が「おまかせ」に設定されている場合は「オ
ン」になり、設定を変えることはできません。

❶ で以下から選び、 を押す
• オン ·········明るさ検出機能が働きます。
• オフ ·········この機能は働きません。

  室内環境設定室内環境設定

❶ で「室内環境設定」を選び、 を押す
➋ で「照明の色」を選び、 を押す
➌ で室内の照明の色を選び、 を押す

• 電球色 ········  電球など、暖か味のある色の照明の場合に
選択します。

• 蛍光灯色 ····  クールな白色の照明の場合に選択します。

❹ で「外光設定」を選び、 を押す
❺ で「外光あり（通常）」または「外光なし」を選び、

を押す
• 外光あり（通常） ·····  日中、屋外から光がはいる場合に選

択します。
• 外光なし ················  日中、屋外からはいる光が少なく、室

内照明を使用している場合に選択し
ます。

● 「外光あり」に設定した場合、➌で設定した照明の色と
外光に合わせた画質に自動調整されます。（この機能に
はデジタル放送の時刻情報が利用されます）

● 「外光なし」に設定した場合、➌で設定した照明の色に
合わせた画質に自動調整されます。

高画質化パラメーター高画質化パラメーター
● を押すと、映像の明るさ分布や映像の動き量などが確認
できます。

※ 「映像設定」の設定によっては、パラメーターに表示されない
項目があります。
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● 見る番組や映像に応じて、お好みの音声に調整することがで
きます。

1 を押し、 で「音声設定」を選び、
を押す

2 調整する項目を で選び、 を押す

高音
低音

バランス

光デジタル音声出力

デジタル音声出力タイミング

００

－１

００

中央

ＰＣＭ

音声設定（放送／再生）

ﾍｯﾄﾞﾎｰﾝ/音声出力設定

スピーカー設置設定
音声調整の初期化

スタンド

3 以降の手順でお好みの音声に調整する

 高音
● 高音の強さを調整します。

❶ で「高音」を選び、 を押す
❷ で調整し、 を押す
● 「－50」（弱く）～「＋50」（強く）の範囲で調整できます。

  低音
● 低音の強さを調整します。

❶ で「低音」を選び、 を押す
❷ で調整し、 を押す
● 「－50」（弱く）～「＋50」（強く）の範囲で調整できます。

 バランス
● 左右のスピーカーの音量バランスを調整します。

❶ で調整し、 を押す
● 「左50」（右を弱く）～「中央」（左右同じ）～「右50」（左を弱

く）の範囲で調整できます。

 ヘッドホーン／音声出力設定
● ヘッドホーン／音声出力端子の設定をします。

❶ で「ヘッドホーン／音声出力設定」を選び、 を
押す
● 以下、「出力モード設定」、「ヘッドホーン用出力モード」、
「外部スピーカー用出力モード」を設定します。

出力モード設定出力モード設定
● ヘッドホーン／音声出力端子に接続する機器にあわせて設
定します。

※ ヘッドホーンで聴くときは、必ず「ヘッドホーン用出力モー
ド」に設定してください。

❶ で以下から選び、 を押す
• ヘッドホーン用出力モード：
  ヘッドホーン／音声出力端子にヘッドホーンを接続する
場合に選択します。

• 外部スピーカー用出力モード：
  ヘッドホーン／音声出力端子に外部スピーカーに接続し
ているアンプを接続する場合に選択します。

 ヘッドホーン用出力モード ヘッドホーン用出力モード
● 「出力モード設定」で「ヘッドホン用出力モード」を選んだと
きに設定します。

❶ で以下から選び、 を押す
• 通常モード······ ヘッドホーン／音声出力端子にヘッド

ホーンを接続すると、テレビのスピーカー
からの音が消え、ヘッドホーンから音が聞
こえます。

• 親切モード······ ヘッドホーン／音声出力端子にヘッド
ホーンを接続すると、テレビのスピーカー
とヘッドホーンの両方から音が聞こえま
す。

 外部スピーカー用出力モード 外部スピーカー用出力モード
● 「出力モード設定」で「外部スピーカー用出力モード」を選ん
だときに設定します。

❶ で以下から選び、 を押す
• 固定出力モード ········ ヘッドホーン／音声出力端子から一

定の音量レベルで音声が出力されま
す。外部接続機器で音量を調節して
ください。

• 可変出力モード ········ ヘッドホーン／音声出力端子からの
音量を本機のリモコンで調整するこ
とができます。

音声を調整する

 お好みの音声に調整する
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  光デジタル音声出力
● 光デジタル音声出力端子から出力する音声信号の設定です。
● オーディオ機器が対応している音声信号については、オー
ディオ機器の取扱説明書でご確認ください。

● オーディオ機器から音声が出ない場合は、「PCM」に設定し
てください。

➊ で信号を選び、 を押す

ＰＣＭ
Dolby Digital
デジタルスルー
サラウンド優先

光デジタル音声出力

• PCM ······················  
 常にリニアPCM信号が出力されます。
 オーディオ機器がリニアPCM信号のみに対応してい

る場合は、この設定にします。
• Dolby Digital ······  
 コンテンツの音声信号をドルビーデジタル信号に変換

して出力します。（入力信号がリニアPCMの場合は、そ
のまま出力されます）

 オーディオ機器がAACに非対応でもドルビーデジタ
ルのサラウンド音声に対応している場合は、この設定
にすることでサラウンド音声が楽しめます。

• デジタルスルー ····  
 入力信号がそのまま出力されます。
 オーディオ機器がAAC信号に対応している場合に、こ

の設定にすることができます。

• サラウンド優先 ····  
 コンテンツの音声信号がサラウンド音声（5.1chや

4.1chサラウンド音声など）の場合にそれらの信号が
出力されます。それ以外の場合はリニアPCM信号が出
力されます。オーディオ機器がAACのサラウンド音声
に対応している場合は、この設定にすることでサラウ
ンド音声が楽しめます。

● 光デジタル音声出力設定が「PCM」以外に設定されてい
る場合で、MPEG-2 AAC音声の場合には、データ放送
の一部の音声（効果音など）が光デジタル音声出力端子
から出力されないことがあります。

● ビデオ入力を選択しているときは、光デジタル音声出力
端子からは設定にかかわらずリニアPCM信号が出力さ
れます。

● HDMI入力の選択時に、HDMI入力端子が対応してい
ない音声信号が入力された場合は、設定にかかわらず
光デジタル音声出力端子から信号は出力されません。
（HDMI入力端子が対応している音声信号については、

73 をご覧ください）

デジタル音声出力タイミング
● 光デジタル音声出力端子から出力するデジタル音声信号の

タイミングを設定することができます。

➊ でお好みのタイミングに調整し、 を押す
● 数値が小さくなるほど、音声を出力するタイミングが早く

なります。

● 映像の遅延が小さい場合、設定を変えても音声のタイミ
ングは変わりません。

スピーカー設置設定
● テレビの設置状況に合わせた音質に設定します。

❶ で「スタンド」または「壁掛け」を選び、 を押す

音声調整の初期化
● 音声設定の高音と低音の設定がお買い上げ時の設定・調整
に戻ります。

❶ で「はい」を選び、 を押す
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  アンテナを調整する
 電波の強さ（信号強度）を確認する

● テレビが全く映らない、または画面が乱れるなどの場合は、
以下の手順でアンテナレベルを確認します。

地上デジタル用アンテナの場合地上デジタル用アンテナの場合

1  を押し、 と で「初期設定」⇨
「アンテナ設定」⇨「 地上デジタルアンテ
ナレベル」の順に進む

地上デジタルアンテナレベル
ＢＳ・１１０度ＣＳアンテナレベル
地上デジタルアッテネーター設定

ＢＳ・１１０度ＣＳアンテナ電源供給
オフ

供給する
アンテナ設定

2 で「伝送チャンネル」を選ぶ
● お住まいの地域の地上デジタル放送に使用されてい

る伝送チャンネルを選びます。（お買い上げの販売店
などにお聞きください）

● を押すたびに以下のように切り換わります。
VHF1～VHF12 UHF13～UHF62 CATV13～CATV63

● 信号強度（ 印の数値）が推奨範囲内になっている
か、信号品質（ 印の数値）が推奨の数値以上になっ
ているかを確認します。

伝送チャンネル

現在受信中のチャンネル

低 高 （最大６６）

推奨３０～６５

地上デジタルアンテナレベル

５５現在

（最大６６）
６６現在

ＵＨＦ２７

低 高

推奨４３以上

関東広域０

地デジ　００１ ＮＨＫ総合１・東京

信号強度

信号品質

受信状態は良好です。推奨以上の数値になっているか、確認します。

推奨範囲の数値になっているか、確認します。

 BS・110度CS用アンテナの場合 BS・110度CS用アンテナの場合

1  を押し、 と で「初期設定」⇨
「アンテナ設定」⇨「 BS・110度CSアン
テナレベル」の順に進む

2 または で放送の種類を選ぶ

3 でチャンネルを選ぶ

● 無料チャンネルまたは契約済チャンネルを選びます。
● アンテナレベルの数値が推奨の数値以上になってい

るか確認します。

 アンテナを調整する
● アンテナレベルが不足している場合は、「アンテナレベル」の
画面を確認しながらアンテナの調整をします。

※ 高所での作業は危険です。アンテナの調整については、販
売店にご相談ください。

1 アンテナをゆっくり動かして、アンテナレベルの数値が最大となるように調整する
● アンテナレベルが増えると↑ が表示され、減ると↑

が表示されます。
● 画面のアンテナレベルの最大値を参考に、アンテナ
を固定したあとにレベル値が下がっていないことを
確認します。

2 アンテナを固定して、 を押す
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● 地上デジタルアンテナレベルの信号強度の数値は、受信入力電力を換算したものです。
● 地上デジタルアンテナレベルの信号品質の数値は、受信C/Nを換算したものです。（「受信C/N」とは放送電波と雑音電波の比を表すも
ので、電波の品質を知るときの目安となります）

● BS・110度CS用アンテナのレベル表示画面に「アンテナ線がショートしています。」のメッセージが表示された場合は、電源を切っ
てから電源プラグを抜き、ショートの原因を取り除いてからもう一度電源を入れてアンテナレベル表示の操作をしてください。

● 「BS・110度CSアンテナ電源供給」を「供給する」に設定した場合でも、本機の電源が「切」または「待機」のときは、番組情報の取得中
や予約した番組の録画中、およびダウンロード中などの場合以外はアンテナ電源が供給されません。（BS・110度CSデジタル放送を
録画機器単独で録画するときなどは、録画機器からアンテナ電源を供給する必要があります）

地上デジタルアッテネーター設定を変更する
● 信号強度が高すぎて受信障害が発生している場合は、「地上
デジタルアッテネーター設定」を「オン」にします。

● お買い上げ時は、「オフ」に設定されています。

1 を押し、 と で「初期設定」⇨
「アンテナ設定」⇨「地上デジタルアッテ
ネーター設定」の順に進む

地上デジタルアンテナレベル
ＢＳ・１１０度ＣＳアンテナレベル
地上デジタルアッテネーター設定

ＢＳ・１１０度ＣＳアンテナ電源供給
オフ

供給する
アンテナ設定

2 で「オン」または「オフ」を選び、
を押す

 BS・110度CS用アンテナの電源供給の設定を変更する
● BS・110度CS用アンテナは電源を必要とします。
● お買い上げ時は、「供給する」に設定されています。
 マンションなどで、他の機器からアンテナに電源が供給さ
れているときは、「供給しない」に設定します。

1  を押し、 と で「初期設定」⇨
「アンテナ設定」⇨「 BS・110度CSアン
テナ電源供給」の順に進む

地上デジタルアンテナレベル
ＢＳ・１１０度ＣＳアンテナレベル
地上デジタルアッテネーター設定

ＢＳ・１１０度ＣＳアンテナ電源供給
オフ

供給する
アンテナ設定

2  で「供給する」または「供給しない」を
選び、 を押す
ＢＳ・１１０度ＣＳアンテナ電源供給

供給する
供給しない
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 チャンネルを追加したり設定を変更したりするとき
  地上デジタルチャンネルを自動で設定する

● 地上デジタル放送には以下の3種類のチャンネル自動設定機能があります。
・ 初期スキャン ····· 「はじめての設定」の「① 地上デジタルチャンネル設定」で行われる「初期スキャン」だけをやり直すことがで

きます。
・ 再スキャン········· 放送局が増えたなど、放送チャンネルに変更があったときに、ワンタッチ選局ボタンに設定できます。
・ 自動スキャン ····· 本機の電源が「切」や「待機」のときに自動的に探し、変更されたチャンネルがあればワンタッチ選局ボタン

に自動で設定されます。
※ 初期スキャンをしていないと、再スキャンや自動スキャンはできません。

    初期スキャンをするとき初期スキャンをするとき
● 受信可能なチャンネルを本機が探し、ワンタッチ選局ボタ
ン（ ～ ）に放送の運用規定に基づいて設定します。

1 を押し、 と で「初期設定」⇨
「チャンネル設定」⇨「地上デジタル自動設
定」⇨「初期スキャン」の順に進む
● 画面の説明をよくお読みください。

初期スキャン
再スキャン
自動スキャン

本機設置後、地上デジタル放送を視聴
するために初めて行う設定です。他の
地域へ引越した場合にも設定が必要と
なります。なお、本スキャンを行うと
地上デジタル放送に関するチャンネル
設定がすべて消去されますのでご注意
ください。

地上デジタル自動設定

2 お住まいの地方を で選び、
を押す

3 お住まいの都道府県または地域をで選び、 を押す
● 下図の画面が表示された場合は「データ放送用メモ

リーの割当て」108 をしてください。

放送局
テレ玉

テレビ東京

ＮＨＫ総合・新潟

ＮＨＫＥテレ新潟

ＢＳＮ

受信状態
○

○

○

○

○

メモリー割当
あり
あり
あり
あり
あり

選択した放送局の数：１２

放送局の数がデータ放送用のメモリーの数を超えています。
　メモリーを割り当てたい放送局を９つ選んでください。
リモコン
１１

１２

 －－

 －－

 －－

初期スキャン

4 初期スキャン終了の画面が表示されたら、で「はい」を選び、 を押す

5 設定内容を確認したら、 を押す

 

    再スキャンをするとき再スキャンをするとき
● 新たに放送局が開局してチャンネルが増えた場合など、放
送に変更があった場合は、「再スキャン」をすればチャンネル
を追加設定することができます。

1 を押し、 と で「初期設定」⇨
「チャンネル設定」⇨「地上デジタル自動
設定」⇨「再スキャン」の順に進む
● データ放送用のメモリー割当画面（左記手順3 参照）
が表示された場合は 108 をご覧ください。

2 下図の画面が表示されたら、 でどち
らかを選び、

表示
を押す

● 画面の説明を読んで、 ～ への設定方法を選
びます。

すべて設定し直す

現在の設定に追加する

現在の設定を変更することなく、新たな放送局を追加します。
ただし、放送の運用規定によっては設定が変更される場合が
あります。

放送局をワンタッチ選局用ボタン（１～１２）に設定します。

設定方法を選んでください。

再スキャン

3 再スキャン終了の画面が表示されたら、で「はい」を選び、 を押す

4 設定内容を確認したら、 を押す

  自動スキャンの設定を変えるとき自動スキャンの設定を変えるとき
● お買い上げ時は「自動スキャンする」に設定されています。
 チャンネル設定の内容が自動変更されないようにする場合
は、「自動スキャンしない」に設定してください。

1 を押し、 と で「初期設定」⇨
「チャンネル設定」⇨「地上デジタル自動設
定」⇨「自動スキャン」の順に進む

2 で「自動スキャンする」または「自動
スキャンしない」を選び、

」
を押す
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  チャンネルをお好みに手動で設定する
● お好みで、リモコンのワンタッチ選局ボタン（ ～ ）で選局するチャンネルを変更したり、空いているワンタッチ選局ボタ

ンに設定を追加したりすることができます。
● はじめて地上デジタル放送のチャンネル設定をする場合は、前ページの「初期スキャン」をしてください。「初期スキャン」をして
いない状態では｢手動設定」はできません。

1 を押し、 と で「初期設定」⇨
「チャンネル設定」⇨「手動設定」の順に進
む
● 放送の種類を選択する画面が表示されます。

2 設定するデジタル放送の種類を で選
び、
定

を押す

3 設定するボタン（ ～ ）の番号を
で選び、

タ
を押す

● 図は手順2 で「地上デジタル」を選んだ場合の例です。

ﾘﾓｺﾝ チャンネル

テレビ

テレビ

－－－

テレビ

テレビ

テレビ

ＮＨＫ総合・東京

ＮＨＫＥテレ東京

日本テレビ

テレビ朝日

ＴＢＳ

放送局

手動設定 地上デジタル

１

２

３

４

５

６
ワンタッチ選局ボタンの番号
　ボタンを押せば、7～12が表示されます。

4 で「チャンネル」を選び、 で受信
チャンネルなどを選ぶ

リモコンボタン

チャンネル

放送局

１

テレビ

ＮＨＫ総合・東京

設定削除　　　　設定完了

手動設定 地上デジタル

● を押すと次のように切り換わります。

 

「テレビ」 「データ」
地デジのチャンネルを順に選択

•「地上デジタル」の場合

「テレビ」 「ラジオ」
BSデジタルのチャンネルを順に選択

•「ＢＳ」の場合
「データ」

・「110度CS」の場合は放送メディア（テレビ/ラジ
オ/データ）の指定はできません。

・ を押し続ければ、チャンネルを速く切り換え
ることができます。

 

放送メディアを選んだ場合放送メディアを選んだ場合
● 放送メディア（テレビまたはデータまたはラジオ）を

選んだ場合は、同じ放送局の複数のテレビ放送チャ
ンネルまたは複数のデータ放送チャンネルまたは複
数のラジオ放送チャンネルが、手順3 で選んだ番号の
ボタンにまとめて設定されます。

● 以下の操作で放送局名を設定します。

❶ で「放送局」を選ぶ
❷ 設定したい放送局名を で選ぶ

例 手順2 で「地上デジタル」を選び、
 手順3 で「6」を選び、ここで「テレビ」を選んで「放送
局」を「TBS」に設定すると、地上デジタル放送視聴時
の操作で を押すたびに、「TBS」の「テレビ」チャ
ンネルが順次に選局できます。

チャンネルを選んだ場合チャンネルを選んだ場合
● 手順3 で選んだ番号のボタンに、ここで選んだチャン

ネルだけが設定されます。
※ 「放送局」の欄には選んだチャンネルの放送局名が表
示されます（放送局名を変えることはできません）。

例 手順2 で「地上デジタル」を選び、
 手順3 で「6」を選び、ここで「地デジ061」を選ぶと、
地上デジタル放送視聴時の操作で を押したとき
に061チャンネルだけが選局できます。

地デジ難視対策衛星放送を登録する場合地デジ難視対策衛星放送を登録する場合
● 手順2 でどちらかの「BS グループ」を選び、手順3
で選んだ番号のボタンに地デジ難視対策衛星放送の
チャンネルを設定します。

例 手順3 で「BS グループA」を選び、手順3 で「4」を選
び、ここで「BS294」を選ぶと、「BS グループA」視
聴時の操作で を押したときに地デジ難視対策衛
星放送の「日本テレビ」が選局できます。

※ お買い上げ時に設定されていた「BS日テレ」のワン
タッチ選局はできなくなります。

5 設定が終わったら で「設定完
了」を選び、 を押す
※ 「設定削除」を選ぶと、そのボタンの設定を削除する
ことができます。（「チャンネル」の欄が「－－－」の表
示になります）

● 他のボタンの設定も変更する場合は、手順3 ～5 を
繰り返します。

● 手動設定をしたあとで、「初期スキャン」や「はじめての設定」をすると、手動設定をした内容が消えますので再度設定をしてください。
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 視聴しないチャンネルをスキップする

● で選局するときに、視聴しないチャンネルを飛ばすこと

ができます。
● 「スキップ」に設定したチャンネルは番組表（ 35 ）に表示

されません。また、番組検索（ 39 ）の対象になりません。

1 を押し、 と で「初期設定」⇨
「チャンネル設定」⇨「 チャンネルスキッ
プ設定」の順に進む
● 放送の種類を選択する画面が表示されます。

2 設定する放送の種類を で選び、 を
押す

3 スキップ設定を変更したいチャンネルをで選び、
定 変

を押す

チャンネル
ＮＨＫ総合１・東京

ＮＨＫ総合２・東京

ＮＨＫＥテレ１東京

ＮＨＫＥテレ２東京

ＮＨＫＥテレ３東京

テレ玉１

地デジ０１１

地デジ０１２

地デジ０２１

地デジ０２２

地デジ０２３

地デジ０３１

受信

受信

受信

スキップ

スキップ

受信

放送局 スキップ

チャンネルスキップ設定 地上デジタル

　　手順2 で「地上デジタル」を選んだ場合

● を押すたびに「受信」⇔「スキップ」と交互に切り
換わります。

● 放送メディア（テレビ／ラジオ／データ）を変えると
きは を押します。

● 他のチャンネルの設定をする場合は、手順3 の操作
を繰り返します。（違う放送のチャンネルを設定する
場合は を押し、手順2 からの操作を繰り返しま
す）

■ チャンネルスキップ設定について
● 「手動設定」をしたチャンネルは、自動的に「受信」に設定されます。
● 放送局の代表チャンネルを「スキップ」に設定すると、その放送局の代表チャンネル以外のチャンネルもスキップされます。代表チャ
ンネル以外のチャンネルを「スキップ」に設定した場合は、代表チャンネルは選局できます。

 チャンネル設定を最初の状態に戻すには
● すべてのチャンネル設定をお買い上げ時の状態に戻すこと
ができます。

● チャンネル設定をお買い上げ時の状態に戻すと、地上デジ
タル放送は受信できません。受信するには、「初期スキャン」
104 をしてください。

● この操作をしても、「データ放送用メモリーの割当て」108
や、双方向サービスの利用で本機に記憶された住所・氏名、
ポイント数などの利用者個人の情報はそのままです。

1 を押し、 と で「初期設定」⇨
「チャンネル設定」⇨「チャンネル設定の
初期化」の順に進む
● 確認画面が表示されます。

2 で「はい」を選び、 を押す

調整・設定をする

チャンネルを追加したり設定を変更したりするとき　つづき
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  データ放送の設定をする
 郵便番号と地域を設定する

● お住まいの地域に応じたデータ放送や緊急警報放送などを
視聴するための設定です。

● 「はじめての設定」で設定した状態から変更したいときに以
下の操作をします。

1 を押し、 と で「初期設定」⇨
「データ放送設定」⇨「 郵便番号と地域の
設定」の順に進む
● 郵便番号の入力画面が表示されます。

2 お住まいの地域の郵便番号を ～ （0）

で入力し、
地域
を押す

● 上3ケタを入力して を押すと、残り4ケタは自動
的に「0」が入力されます。

お住まいの地域の郵便番号を入力してください。

郵便番号と地域の設定

１ ０ ５ － ０ ０ ２ ３

3 該当する地方を で選び、 を
押す
●「設定しない」を選んだ場合は、これで終わりです。

4 該当する地域を で選び、 を
押す
● 伊豆、小笠原諸島地域の方は「東京都島部」を選んで

ください。
● 南西諸島の鹿児島県地域の方は「鹿児島県島部」を選
んでください。

災害発生時に文字情報を表示させる
● デジタル放送には文字スーパー表示機能があり、災害時の
速報などに使用されます。複数言語の文字スーパーに対応
した番組の場合には、表示する言語を選択することができ
ます。

● お買い上げ時は、文字スーパーが日本語優先で表示される
ように設定されています。

1 を押し、 と で「初期設定」⇨
「データ放送設定」⇨「 文字スーパー表示
設定」の順に進む
● 「文字スーパー表示設定」の画面が表示されます。

2 で「表示する」を選び、 を押す
● 「表示しない」を選んだ場合、操作はこれで終わりで
す。

3 優先する言語を で選び、 を
押す

優先して表示する言語を選んでください。
日本語

フランス語

中国語

英語

イタリア語

韓国語

ドイツ語

ロシア語

スペイン語

文字スーパー表示設定

 ルート証明書の番号を確認する
● 地上デジタル放送の双方向サービスで、本機と接続するサー

バーの認証をする際に使用されるルート証明書の番号を確認
することができます。

● ルート証明書は地上デジタル放送で放送局から送られます。

1 を押し、 と で「初期設定」⇨
「データ放送設定」⇨「 ルート証明書番号」
の順に進む
● ルート証明書番号のリストが表示されます。

2 ルート証明書番号を確認し、 を押す

■ ルート証明書　サーバーを認証する第三者機関（認証局）を証明するものです。この証明書をもとにして、「サーバ証明書」のデジタル
署名を検証し、「サーバ証明書」が信頼できることを確認します。

■ 郵便番号と地域の設定について
● データ放送を視聴している状態で設定を変更した場合、放送によっては、設定終了後そのままの状態では設定内容は反映されませ
ん。設定終了後に再度データ放送を選局し直してください。

■ 文字スーパー表示の設定について
● 設定した言語の文字スーパーがあるときは、その言語で表示されます。設定した言語が視聴している放送にない場合は、その放送
に従って表示されます。

● 「表示しない」を選択した場合でも、災害時などの速報は、放送局指定により放送受信時に強制表示することがあります。



108

調
整
・
設
定
を
す
る

調整・設定をする

  データ放送用メモリーの割当画面が表示されたら
3 を押す

● 手順4 の画面になります。（確認メッセージが表示さ
れます）

● 九つよりも多い場合や少ない場合には、その旨の
メッセージが表示されます。

 を押したあと、手順1 ～2 の操作で九つの指定を
してください。

4 で「はい」を選び、 を押す
● 指定した放送局についてデータ放送用メモリーが割
り当てられ、ここでの設定をする前の場面に自動的
に戻ります。

 指定以外の放送局の個人の情報はすべて消去されま
す。

初期スキャン

放送局

ＴＯＫＹＯ　ＭＸ

ＴＢＳ

ｔｖｋ

受信状態

○

○

○

メモリー割当

あり

あり

あり

メモリーを割り当てる放送局は上記でよろしいですか？

はい いいえ

メモリーを割り当てなかった放送局に関するデータはすべて消去
されます。消去されたデータは元に戻すことができませんので
ご注意ください。

リモコン

5

6

7

5 このページの設定をする前の操作を続ける
● 「初期スキャン」の場合
 「初期スキャン」104 の手順4 へ

● 「再スキャン」の場合
 「再スキャン」104 の手順2 へ

● 「はじめての設定」の「地上デジタルチャンネル設定」や、「初
期スキャン」104 の手順3 、「再スキャン」104 の手順1
でデータ放送用メモリーの割当画面が表示された場合は、
以下の手順で設定します。

■ 個人の情報とデータ放送用メモリーの割当てについて
● 地上デジタル放送では、放送局ごとに視聴者個人の情報
（たとえば、視聴ポイント数など）を利用したサービスが
行われる場合があり、本機はその情報を放送局ごとに本
機内のデータ放送用メモリーに記憶しています。

 通常、メモリーは足りていますが、たとえば、引越しを
した場合で、以前受信していた放送局の設定が残ってい
たときなどには、放送局の数が本機のメモリーの数を超
えてしまうことがあります。

 その場合には、初期スキャン時などに、データ放送用メ
モリーの割当画面（下の手順1 の画面）が表示されますの
で、以下の操作でメモリーを割り当てる放送局を設定し
てください。

● メモリーを割り当てなかった放送局については、個人の
情報がすべて消去されますのでご注意ください。

1  メモリーを割り当てる放送局を で選
び、 を押す
● 選んだ放送局にチェックマーク がつきます。
 もう一度 を押すと、指定が取り消されます。

● ワンタッチ選局ボタン（ ～ ）に設定されてい
る放送局については、メモリーが割り当てられるよ
うに自動的に設定されています。設定を取り消すこ
とはできません。

● このあと、手順2～4の操作をすると、メモリー割当
ての指定をしなかった放送局の個人の情報はすべて
消去されます。

 消去された情報は元に戻すことはできませんのでご
注意ください。

放送局
テレ玉

テレビ東京

ＮＨＫ総合・新潟

ＮＨＫＥテレ新潟

ＢＳＮ

受信状態
○

○

○

○

○

メモリー割当
あり
あり
あり
あり
あり

選択した放送局の数：１２

放送局の数がデータ放送用のメモリーの数を超えています。
　メモリーを割り当てたい放送局を９つ選んでください。
リモコン
１１

１２

 －－

 －－

 －－

初期スキャン

設定の場面によって名称が変わります。

2 手順1を繰り返し、九つの指定をする
● ～ については自動的に設定されます。それ

らを除いた九つを指定します。
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 視聴できる番組を制限する
 制限するために暗証番号を設定する

● 暗証番号は、インターネット利用時の閲覧制限機能を使用し
たり、視聴年齢制限のある番組を見たりするときに必要です。

● 暗証番号を設定した場合には、暗証番号の変更・削除および
「すべての初期化」112 をするときにも暗証番号の入力が必
要になります。

● 暗証番号を忘れないようにご注意ください。暗証番
号を忘れた場合は、裏表紙に記載の「東芝テレビご
相談センター」にご連絡ください。

※ 必要としない場合は、登録しないことをおすすめし
ます。

1 を押し、 と で「機能設定」⇨
「放送・インターネット制限設定」⇨「 暗証
番号設定」の順に進む
● 暗証番号の入力画面が表示されます。

2 暗証番号を変更する場合は、変更前の暗証番号を ～ （0）で入力する
● 新規設定の場合、この手順はありません。

3 登録したい暗証番号を ～ （0）で入力
する
● 間違えて入力した場合は、 を押し、もう一度入力
します。

● 入力した数字は画面には「＊」で表示されます。

新たに登録する暗証番号を入力してください。

暗証番号は視聴を制限する機能の設定や、視聴制限
の解除に必要です。
暗証番号を忘れないようにご注意ください。

暗証番号設定

4 ～ （0）でもう一度同じ暗証番号を入
力する

5 確認画面で を押す

暗証番号を削除するとき暗証番号を削除するとき

1 を押し、 と で「機能設定」⇨
「放送・インターネット制限設定」⇨「 暗証
番号削除」の順に進む
● 暗証番号の入力画面になります。

2 ～ （0）で暗証番号を入力する

3  確認画面で、 で「はい」を選び、 を
押す

番組の視聴を制限する
● デジタル放送では番組ごとに視聴年齢が設定されている場
合があります。視聴年齢制限のある番組を見るには設定が
必要です。

● お買い上げ時には、番組の視聴制限は設定されていません。
● 暗証番号を設定していない場合は、先に暗証番号を設定し
ます。

1 を押し、 と で「機能設定」⇨
「放送・インターネット制限設定」⇨「 放送
視聴制限設定」の順に進む
● 暗証番号の入力画面になります。

2 ～ （0）で暗証番号を入力する

3 で年齢を設定し、 を押す
● 設定できる年齢は、4歳から20歳までです。
● 視聴年齢制限機能を使わない場合は、「20歳（制限し

ない）」に設定します。

４～２０歳の間で、視聴を制限したい
年齢を設定してください。

番組の視聴制限年齢がこの設定年齢よりも
高い場合、その番組の視聴には暗証番号の
入力が必要です。視聴年齢制限を使わない
ときは「２０歳（制限しない）」にしてく
ださい。

４歳

放送視聴制限設定

● 視聴時の動作および必要な操作は以下のとおりです。

番組の制限年齢が設定した年齢よりも上の場合番組の制限年齢が設定した年齢よりも上の場合
● メッセージが表示されます。
● を押し、 ～ (0)で暗証番号を入力します。

視聴年齢制限が設定されていない場合視聴年齢制限が設定されていない場合
● 視聴年齢制限のある番組を見ることはできません。
● を押し、設定が必要な項目を設定します。
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「レグザ版あんしんねっと」について「レグザ版あんしんねっと」について
「レグザ版あんしんねっと」はYahoo! JAPANが運営する
「Yahoo!あんしんねっと」のフィルタリング用URLデータベー
スを使用したサービスです。
有害サイトの判定にあたっては、利用者がリクエストしたURL
情報がYahoo! JAPANに送付されることをあらかじめご了承
ください。（Yahoo! JAPANのプライバシーの考え方について
は、http://privacy.yahoo.co.jp/ をご参照ください）

 ブラウザ制限設定（パスワードロック機能） ブラウザ制限設定（パスワードロック機能）
● ネットワークサービスを使用する際に、暗証番号の入力が必
要となるように設定することができます。

● 左記の「レグザ版あんしんねっと」を「使用する」に設定して
いる場合は、この設定はできません。

1 を押し、 と で「機能設定」⇨
「放送・インターネット制限設定」⇨「イン
ターネット制限設定」の順に進む
● 暗証番号の入力画面になります。

2 ～ （0）で暗証番号を入力する

3 で「 ブラウザ制限設定」を選び、
を押す

4 で「制限する」または「制限しない」を
選び、

「制
を押す

• 制限する ········· ネットサービスを起動したときに、暗
証番号の入力が必要です。

• 制限しない ····· 暗証番号入力は不要です。

 レグザ版あんしんねっと設定（プロキシ制限機能） レグザ版あんしんねっと設定（プロキシ制限機能）
● 閲覧できるサイトを制限することができます。
● 右記の「ブラウザ制限設定」を「制限する」に設定している場

合は、この設定はできません。

1 を押し、 と で「機能設定」⇨
「放送・インターネット制限設定」⇨「イン
ターネット制限設定」の順に進む
● 暗証番号の入力画面になります。

2 ～ （0）で暗証番号を入力する

3 で「 レグザ版あんしんねっと設定」を
選び、

「
を押す

4 で「レグザ版あんしんねっと」を選び、
を押す

5 で「使用する」または「使用しない」を
選び、

「使
を押す

● 「使用しない」に設定した場合は、 を押します。

6 「ご利用上の注意」を読み、同意する場合は で「はい」を選んで
同
を押す

● 「いいえ」を選択した場合は、 を押します。

7 で「閲覧設定」を選び、 を押す

8 制限するレベルを で選び、 を押す
● 設定するレベルに応じて、それぞれ以下のサイトの

閲覧が制限されます。

• 小学生以下 ····· 有害サイト、ウェブメール、掲示板、
チャット、ブログ、ショッピング

• 中学生 ············· 有害サイト、ウェブメール、掲示板、
チャット

• 高校生 ············· 有害サイトのみ
• 大人 ················· フィッシング詐欺サイトのみ

※ インターネットの利用時に、パスワードを使って一
時的に閲覧設定を「大人」に変更することができま
す。詳しくは、「一時的に閲覧制限を変更するとき」
（ 88 ）をご覧ください。

 インターネットの利用を制限する
● ネットワークサービスを使用する際に、青少年を有害サイトから保護することを意図した以下の閲覧制限機能を使用すること
ができます。

● 「レグザ版あんしんねっと」のフィルタリングによるアクセス制限（プロキシ制限機能）と、アクセス先にかかわらずブラウザ起
動時にパスワードで利用を制限する機能（パスワードロック機能）の2種類があります。

● 暗証番号を設定していない場合は、先に前ページの手順で暗証番号を設定します。

調整・設定をする

 視聴できる番組を制限する　つづき
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 リモコンの設定を変更する
 ２台のREGZAをそれぞれのリモコンで操作する

● 同じ室内で東芝製のテレビを2台使用している場合などに、
リモコンを操作すると2台とも反応してしまうことがありま
す。このような場合、リモコンコードの設定を変えれば1台
だけが操作できるようになります。

※ 必ず以下の手順で操作してください。手順が異なるとリモ
コン操作ができなくなります。

1 を押し、 と で「機能設定」⇨
「 リモコン設定」⇨「 リモコンコード設定」
の順に進む
リモコンコード設定

操作無効設定
リモコンコード１

リモコン設定

2 で「リモコンコード1」または「リモコ
ンコード2」を選び、

ド
を押す

リモコンコード１

リモコンコード２

本機が受信するリモコンコードを設定します。

リモコンコード設定

3 で「はい」を選び、 を押す

はい いいえ

リモコンコード２に設定します。
よろしいですか？

リモコンコード設定

● 今までと異なるコードに設定した場合、次の手順4 を
終えるまでの間リモコン操作ができなくなります。

4 を押したままで、 または を約
2秒間以上押し続ける
● 手順2 ～3 で「リモコンコード1」に設定した場合は

を、「リモコンコード2」に設定した場合は を
押し続けます。

※ この操作ができるのは、付属のリモコンだけです。

5 リモコンでテレビが操作できることを確認する

リモコンの乾電池を取りはずした場合（電池交換などの際）、
「リモコンコード1」になることがあります。

テレビ本体のボタンで設定するときテレビ本体のボタンで設定するとき
● テレビ本体のリモコンコードを、本体の操作ボタンを使っ
て以下の手順で設定することもできます。

1 本体の を押し続ける
● 「リモコンコード設定」のメニュー画面が表示された
らボタンから手を離します。

2 でリモコンコードを選び、 を押す

3 で「はい」を選び、 を押す

 使わない放送選択ボタンの操作を無効にする
● リモコンの放送選択ボタン 、 、 のうち、

使用しないボタンの操作を無効にすることができます。

1 を押し、 と で「機能設定」⇨
「リモコン設定」⇨「 操作無効設定」の順に
進む

2 でボタンを選び、 を押す

地デジ
ＢＳ
ＣＳ

有効
有効
有効

操作無効設定
ボタン 操作

 
● を押すたびに「有効」と「無
効」が交互に切り換わります。

● テレビ本体とリモコンのリモコンコードが一致していない場合、電源が「待機」のときにリモコンの を押すと、本体の「電源」表示が
赤色に点滅します。その場合は、リモコンまたは本体のリモコンコードを変更してください。
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調整・設定をする

 お買い上げ時の設定に戻すには （設定内容を初期化するには）
● お買い上げ時の設定（工場出荷設定）に戻します。

● 本機に設定された「リモコンコード設定」111 以外のすべての内容がお買い上げ時の状態に戻ります。
※ データ放送の個人情報（住所、氏名、視聴ポイント数など）、ネットワークサービスの登録情報などについてもすべて初期化さ
れますので、本機を廃棄処分する場合や他の人に譲り渡す場合に行ってください。

※ 初期化をすると初期化前の状態に戻すことはできませんのでご注意ください。

1 を押し、 と で「初期設定」⇨
「 設定の初期化」の順に進む

はじめての設定
アンテナ設定
チャンネル設定
データ放送設定
ネットワーク設定

ネットワークサービス利用設定
miniＢ－ＣＡＳカードの確認
ソフトウェアのダウンロード

設定の初期化
初期設定

● 暗証番号を設定している場合は暗証番号入力画面が
表示されます。暗証番号を入力します。

2 初期化する場合は で「はい」を選び、初期
を押す

初期化

お買い上げ時の状態に戻しますか？

はい いいえ

※お買い上げ時の状態に戻すとすべてのデータを
元に戻すことはできませんのでご注意ください。
データ放送、アクトビラで
登録した情報なども削除されます。
アクトビラで購入したコンテンツは
ご覧になれなくなります。

3 初期化終了の画面が表示されたら、電源を切る
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 設定メニュー 一覧
● メニューに表示される項目や項目名、選択できる項目などは、設定状態や接続機器の有無などによって変わり、選択できない項

目はメニュー画面で薄くなって表示されます。
● 「映像設定」のメニューは、「映像メニュー」で「おまかせ」を選んでいる場合の内容です。

 機能設定

 映像設定

 音声設定  初期設定

 接続機器設定 映像メニュー

 明るさ調整

 黒レベル
 色の濃さ

 バックライト

 色あい

 詳細調整

 低音

 高音

 ヘッドホーン/音声出力設定

 バランス

 ヘッドホーン用出力モード
 外部スピーカー用出力モード

 出力モード設定

 シャープネス

 お好み調整の初期化
 コンテンツモード
 明るさ検出

 MPEG NR

 レゾリューションプラス設定
 ゲイン調整
 レゾリューションプラス

 ノイズリダクション設定

 ヒストグラムバックライト制御
 ファインシネマ
 色温度
 ダイナミックガンマ
 ガンマ調整

 ダイナミックNR

 放送視聴制限設定
 インターネット制限設定

 外部入力表示設定

 暗証番号設定

 ビデオ2音声入力設定

 外部入力設定

 放送・インターネット制限設定

 リモコン設定

 レグザ版あんしんねっと設定

 ブラウザ制限設定

 ビデオ
 外部入力表示設定の初期化

 ＨＤＭＩ1
 ＨＤＭＩ2

 HDMI1
 HDMI2

 レグザ版あんしんねっと
 閲覧設定

 HDMI1
 HDMI2

 RGBレンジ設定

 光デジタル音声出力

 スピーカー設置設定
 音声調整の初期化

 デジタル音声出力タイミング

 暗証番号削除

 省エネ設定  節電モード
 番組情報取得設定
 無操作自動電源オフ
 オンエアー無信号オフ
 外部入力無信号オフ

 ＨＤＭＩ自動画質モード設定

 リモコンコード設定
 操作無効設定

 室内環境設定  照明の色
 外光設定

 高画質化パラメーター

 アートクロック表示設定

 お好み調整

 HDMI連動機能

 連動機器→テレビ入力切換
 連動機器→テレビ電源
 テレビ→連動機器電源オフ

 AVシステム音声連動
 AVシステム連動

 優先スピーカー
 機器操作メニュー自動表示

 MHL連動機器→テレビ入力切換

 リモコン動作モード

 ワンタッチスキップ設定
 ワンタッチリプレイ設定

 機器の登録
 省エネ設定

 ＩＰアドレス設定
 ＤＮＳ設定
プロキシ設定
 ＭＡＣアドレス
 接続テスト
 ネットワーク情報

 データ放送設定  郵便番号と地域の設定
 文字スーパー表示設定
 ルート証明書番号

 チャンネル設定の初期化

 チャンネルスキップ設定  地上デジタル
 BS

 110度CS

 110度CS

 初期スキャン 地上デジタル自動設定

 手動設定

 再スキャン

 地上デジタル
 自動スキャン

 BS グループA
 BS グループB

 アンテナ設定

 チャンネル設定

 地デジ難視対策衛星放送

 BS・110度CSアンテナレベル
 地上デジタルアッテネーター設定

 地上デジタルアンテナレベル

 BS・110度CSアンテナ電源供給

 はじめての設定

 機器の取りはずし
 動作テスト

 機器の初期化

 USBハードディスク設定

 外部連携設定  レグザAppsコネクト
 ユーザー名
 パスワード

 レグザAppsコネクト設定

 録画先 録画基本設定
 本機の情報

 設定の初期化

 HDMI連動設定

 録画再生設定

 ネットワーク設定

 ネットワークサービス利用設定
 miniB-CASカードの確認

 ソフトウェアの更新
 自動ダウンロード

 ソフトウェアバージョン

 放送からのダウンロード

 サーバーからのダウンロード開始

 ソフトウェアのダウンロード

 録画番組の修復
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 こんな場合は故障ではありません

　　　　　　　　　　放送が受信できません。

1.　テレビ背面と壁面のアンテナ線の接続を確認してください
2.　リモコンで見たい放送（　　　　　　　 ）ボタンを押してください
3.　リモコンの　   ボタンを押してアンテナレベルを確認してください

コード ： Ｅ20２

青

現在放送されていません。

コード ： Ｅ20３

アンテナに雪が
積もっている

大雨が降っている 大雪が降っている

悪天候でのBS・110度CSデジタル放送の受信障害
● 降雨や降雪などで電波が弱くなったときには、映像にノイズが多くなったり、映らなくなったりすることがあります。
● 天候が回復すれば正常に映るようになります。

大大大大大大大大大大雪雪雪雪雪雪雪がが降降降降降降降降降降がが降ががが降降降降が降が降降降が降降が降降がが

キャビネットからの「ピシッ」
というきしみ音
● 「ピシッ」というきしみ音は、部屋の
温度変化でキャビネットが伸縮する
ときに発生する音です。画面や音
声などに異常がなければ心配あり
ません。

本機内部からの動作音
● 電源待機時に番組情報取得などの
動作を開始する際、「カチッ」という
音が聞こえることがあります。

● 「ジー」という液晶パネルの駆動音
が聞こえることがあります。

使用していないのに温まる
● 使用していない場合でも、番組情報
取得などの動作をしているときなど
は、本機の温度が多少上昇します。

 症状で調べる

症状に合わせて解決法を調べる
● テレビが正しく動作しないなどの症状があるときは、以降の記載内容から解決法をお調べください。
● 解決法の対処をしても症状が改善されない場合は、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。
● 表の「ページ」の欄は関連事項が記載されているページです。

  テレビが操作できなくなったとき－テレビをリセットする
● リモコンでもテレビ本体の操作ボタンでも操作できなくなった場合は、以下の操作をしてみてください。

電源プラグを抜いてリセットする 本体の電源ボタンを長押ししてリセットする

❶ 電源プラグをコンセントから抜く

❷ 1分間以上待つ
❸ 電源プラグをコンセントに差し込んで、電源を入れる

❶ テレビ本体の電源ボタンを押し続ける

8秒以上押し続ける

❷ 本体前面の「電源」の表示ランプが点滅したら、電源
ボタンから手を離す

40G9
50G9

32G9

● しばらくすると電源が「入」になり、画面に「リセット機
能により、再起動しました。」が表示されます。
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操作

  電源がはいらない電源がはいらない
確認すること 解決法・その他 ページ

電源プラグが抜けていませんか。 • 電源プラグをコンセントに差し込みます。 －
「電源」表示が消えていませんか。 • 本体の電源ボタンを押して電源を入れます。

※ 「電源」表示が消えているときは、リモコンで電源を入れることはできま
せん。

27

「電源」表示が赤色に点滅していますか。 • 電源プラグをコンセントから抜き、一分以上たってからもう一度コンセ
ントに差し込みます。

－

  リモコンで操作ができないリモコンで操作ができない
確認すること 解決法・その他 ページ

リモコンとテレビ本体のリモコン受光部
の間に障害物がありませんか。

• 障害物を取り除きます。
 リモコン受光部の位置は、右記のページでご確認ください。

26

リモコンの乾電池が消耗していませんか。• 新しい乾電池に交換します。 26

リモコンの乾電池の向き（＋、－）が合って
いますか。

• 向き（＋、－）を確認し、正しく入れてください。 26

リモコンコードが変更されていませんか。•リモコンとテレビ本体に同じリモコンコードを設定してください。 111

本体のボタンでは操作ができますか。 • 上記の対処をした上で、なおもリモコンだけで操作ができない場合は、
リモコンの故障が考えられます。

－

映像

放送の放送の  映像が出ない、またはきれいに映らない映像が出ない、またはきれいに映らない
確認すること 解決法・その他 ページ

アンテナ線がはずれていたり、切れていた
り、ショートしたりしていませんか。

• アンテナ線を確認して正しく接続します。
※ 屋外の接続については、販売店にご相談ください。

24

アンテナ線プラグの芯線が曲がっていま
せんか。

• 確認して、まっすぐにします。（折らないようにご注意ください） －

アンテナ線プラグの芯線が折れたり、短く
なっていたりしていませんか。

• アンテナ線を交換します。 －

レコーダーなどを経由してアンテナ線を
接続していませんか。

• アンテナ線を本機に直接接続して映像が出る場合は、本機の故障ではあ
りません。

• アンテナ線を分配して接続します。

－

電波が弱くありませんか • アンテナレベルを確認します。
• アンテナの向きを調整してみます。（販売店にご相談ください）

102

アンテナ線の差込みがゆるんでいたり、接
触不良になっていたりしていませんか。

• 確認して、しっかりと接続します。 24

アンテナ線（端子）がさびていませんか。 • 販売店にご相談ください。 －

接続した機器の映像が出ない接続した機器の映像が出ない
確認すること 解決法・その他 ページ

機器が正しく接続されていますか。 • 確認して正しく接続します。 72

機器の電源がはいっていますか。 • 機器の電源を入れます。 －
接続した機器の入力に切り換えましたか。• リモコンの で、外部機器を接続した入力端子を選びます。 42
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  画面が暗い、または暗くなるときがある画面が暗い、または暗くなるときがある
確認すること 解決法・その他 ページ

部屋の明るさに合った適切な映像メニュー
や調整になっていますか。

• 明るい部屋では、「あざやか」や「おまかせ」を選択してみます。
•「バックライト」や「明るさ調整」で適切な明るさに調整します。

96
97

映像メニューが「おまかせ」の場合、明るさ
センサーの前に障害物がありませんか。

• 明るさセンサーの前から障害物を取り除きます。
※ 映像メニューが「おまかせ」の場合は、明るさセンサーで検出した周囲の
明るさに合わせて、画面の明るさが自動調整されます。

16

  色がおかしい色がおかしい
確認すること 解決法・その他 ページ

お好みの映像メニューや映像調整になっ
ていますか。

• 視聴している番組や映像に合わせて、お好みの映像メニューを選択します。
• お好みの映像に調整することもできます。

96

音声

  音声が出ない音声が出ない
確認すること 解決法・その他 ページ

音量が最小になっていませんか。
• で音量を上げます。

31

画面に マークが表示されていません
か。

• を押すと消音を解除できます。

 （ でも解除されます）

31

「外部スピーカーで聴く」になっていませ
んか。

サブメニューの「スピーカー切換」で「テレビのスピーカーで聴く」に設定し
ます。

47

地上デジタル放送

  地上デジタル放送が映らない、または映像が乱れる地上デジタル放送が映らない、または映像が乱れる
確認すること 解決法・その他 ページ

アンテナレベルが推奨値以下ではありま
せんか。

• サブメニューの「その他の操作」の「アンテナレベル表示」でアンテナレ
ベルを確認します。

※ 推奨値よりも低い場合は、放送を受信できない場合があります。お買い上
げの販売店にご相談のうえ、アンテナの向きを確認・調整してください。

102

「初期スキャン」をしましたか。 • 「初期スキャン」をします。 104

お住まいの地域は地上デジタル放送の受
信可能エリアですか。

社団法人デジタル放送推進協会のホームページ（www.dpa.or.jp/）で確認
することもできます。

－

共聴システムやCATVをご利用の場合、地
上デジタル放送のパススルー方式に対応
していますか。

• CATVの場合はご契約のCATV会社に、その他の場合は共聴システムの
管理者にお問い合わせください。（CATVがパススルー方式でない場合
はCATV用チューナーが必要な場合があります）

－

引越しをしたら、地上デジタル放送が映らなくなった引越しをしたら、地上デジタル放送が映らなくなった
確認すること 解決法・その他 ページ

引越し後、「初期スキャン」または「再スキャ
ン」をしましたか。

• 県外に引越しをした場合は、「初期スキャン」をします。
• 県内で引越しをした場合は、「再スキャン」をします。

104

症状で調べる

症状に合わせて解決法を調べる　つづき
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BS・110度CSデジタル放送

BS・110度CSデジタル放送が映らない、または映像が乱れるBS・110度CSデジタル放送が映らない、または映像が乱れる
確認すること 解決法・その他 ページ

アンテナ接続に分配器を使用していますか。• 分配器は「全端子通電型」を使用します。 25

有料放送ではありませんか。 • 有料放送を視聴するには契約が必要です。視聴の申込みや視聴料金など
については、放送事業者にご相談ください。

※ 同梱の「ファーストステップガイド」をご覧ください。

－

マンションなどで、壁のアンテナ端子が一
つだけになっていますか。

• 視聴できる放送の種類についてマンションなどの管理会社にご確認く
ださい。

• ご自身で確認する場合は、アンテナ線を本機のBS・110度CSアンテナ
入力端子に直接接続してみます。（地上デジタル放送を確認する場合は、
地上デジタルアンテナ入力端子へ）

• BS・110度CSデジタル放送と地上デジタル放送の両方が受信できる
場合は、分波器を使用してアンテナ線をBS・110度CSアンテナ入力端
子と地上デジタルアンテナ入力端子に接続します。

25

番組表

  番組表に内容が表示されない番組表に内容が表示されない
確認すること 解決法・その他 ページ

電源プラグを抜いていませんでしたか。 • 電源プラグをコンセントに差し込んでおきます。
• 「番組表を更新する」の操作をします。

－
36

  番組表の文字が小さい番組表の文字が小さい
確認すること 解決法・その他 ページ

－ • 番組表を表示中に を押すと、文字の大きさを変更することができ
ます。

37

放送局のすべてのチャンネルが表示されない放送局のすべてのチャンネルが表示されない
確認すること 解決法・その他 ページ

「1チャンネル表示」にしていませんか。 • 番組表のサブメニューで「マルチ表示」を選択します。 37

「チャンネルスキップ設定」で「スキップ」
に設定していませんか。

• 「チャンネルスキップ設定」で「受信」に設定します。 106

 お知らせアイコン が消えない

確認すること 解決法・その他 ページ
「お知らせ」の内容を確認しましたか。 • サブメニューの「その他の操作」⇨「お知らせ」で内容を確認します。

※ 未読のお知らせが１件でも残っていると、アイコンは消えません。
125
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録画・再生

  USBハードディスクが使用できない（認識されない）USBハードディスクが使用できない（認識されない）
確認すること 解決法・その他 ページ

本機で接続確認済のUSBハードディスク
ですか。

• 本機で接続確認済のUSBハードディスクはホームページ www.
toshiba.co.jp/regza/ でお知らせしています）

※ 本機で接続確認済の機器でない場合は、使用できないことがあります。

－

機器が正しく接続されていますか。 • 「USBハードディスクを接続する」に従って、正しく接続します。 51

機器の電源がはいっていますか。 • USBハードディスクの電源を入れます。
※ USBハードディスクは専用のACアダプターを接続してご使用くださ
い。

－

機器が本機に登録されていますか。 • USBハードディスクを本機に登録します。 52

USBハブを使用している場合、本機で使
用できるようになっていますか。

• ホームページ（http://www.toshiba.co.jp/regza/）でUSBハブが推奨
機器であることを確認します。

※ 推奨機器でない場合は使用できないことがあります。「USBハードディ
スクを接続する」の「お知らせ」をご覧ください。

※ USBハードディスクは専用のACアダプターを接続してご使用くださ
い。

－

  録画ができない、または録画されなかった録画ができない、または録画されなかった
確認すること 解決法・その他 ページ

USBハードディスクの残量が足りていま
すか。

• 残量を確認する。
• 不要な番組を削除する。
•「自動削除設定」を「削除する」に変更する。

68
67

コピー禁止の番組ではありませんか • 録画はできません。 －
外部入力からの番組、独立データ放送番
組、外部機器からの映像、ネットサービス
の映像などではありませんか。

• 本機は左記の番組や映像の録画には対応しておりません。 －

予約した番組の放送時間が繰り上げられ
ませんでしたか。

• 本機は放送時間が繰り上げられた番組の録画はできません。
※ 「詳細設定」の「放送時間」を「連動する」に設定した場合でも、放送時間の
繰り上げには対応できません。

－

連ドラ予約の場合、「追跡基準」、「追跡キー
ワード」は正しく設定されていますか。

• 「詳細設定」で「追跡キーワード」を正しく設定します。
※ 1回限りのキーワード（「第○○話」や出演者名など）を削除します。

59

「お知らせ」のアイコンが表示されていま
せんか。

• サブメニューの「その他の操作」⇨「お知らせ」で内容を確認します。
※ 番組の重複や、放送時間の変更などで録画できなかった場合は、「本機に
関するお知らせ」が発行されます。

125

  録画した番組が消えた録画した番組が消えた
確認すること 解決法・その他 ページ

「自動削除設定」が「削除する」になってい
ませんか。

• 「自動削除設定」を「削除しない」に設定する。
• または、消したくない番組を保護する。

67

録画中に電源プラグや接続ケーブルを抜
きませんでしたか。

• 録画中や録画設定をしたときは電源プラグを抜かない。
※ 左記の場合、録画中の番組は残りません。また、録画したすべての番組が
消えることがあります。

• 「録画番組を修復する」の操作をすれば、録画された内容を再生できるよ
うになることがあります。

－

65

  ほかのレグザで再生できないほかのレグザで再生できない
確認すること 解決法・その他 ページ

－ • USBハードディスクに録画した番組は、録画したテレビでしか再生で
きません。（同じ形名のほかのテレビでも再生できません）

－

症状で調べる

症状に合わせて解決法を調べる　つづき
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レグザリンク機能（HDMI連動）

機器を接続しても連動動作ができない機器を接続しても連動動作ができない
確認すること 解決法・その他 ページ

接続は正しいですか。 • HDMIロゴ表示のついた規格に合ったHDMIケーブルで正しく接続しま
す。

※ はじめてレグザリンク対応のHDMI連動機器を接続したときや、接続を
変更したときには、すべての機器が連動しているか確認してください。

72
73

推奨機器（対応機器）ですか。 • ホームページ www.toshiba.co.jp/regza/ でお知らせしています。
※ 推奨機器の場合でもすべての操作ができるわけではありません。本機の
リモコンで操作できないときは、接続機器のリモコンで操作してくださ
い。

－

本機と接続機器の設定は正しいですか。 • 接続機器側の連動設定を確認します。（機器の取扱説明書を参照してく
ださい）

• 本機の「接続機器設定」にある「HDMI連動機能」を確認します。

－

オーディオ機器に接続されているスピーカーから音が出ないオーディオ機器に接続されているスピーカーから音が出ない
確認すること 解決法・その他 ページ

接続機器側の設定は正しいですか。 • オーディオ機器側の連動設定を確認します。（機器の取扱説明書を参照
してください）

－

本機の設定やスピーカーの選択は正しい
ですか。

• 「HDMI連動設定」の「AVシステム連動」を「使用する」に設定します。
 また、「HDMI連動設定」の「優先スピーカー」を「AVシステムスピー
カー」に設定しておくと、オーディオ機器の電源が「入」のときは、オー
ディオ機器のスピーカーから音声が出ます。

• サブメニューの「スピーカー切換」で「AVシステムのスピーカーで聴く」
に切り換えます。

79

47

クラウドサービスやネットワークサービスが利用できない

確認すること 解決法・その他 ページ
プロバイダーなどとのインターネット利
用契約はお済みですか。

• 契約、費用などについては、プロバイダーまたはお買い上げの販売店に
ご相談ください。

－

接続や設定は正しいですか。 • 確認して、正しく接続・設定します。 84

～

87

ルーターから機器に対してプライベート
アドレスが割り当てられるようになって
いますか。

• ルーターの取扱説明書を参照し、プライベートアドレスが機器と本機に
割り当てられるように設定します。

－

本機のネットワーク設定はIPアドレスを自
動取得する設定になっていますか。

• 「IPアドレス自動取得」を「する」に設定します。 85

ネットワークサービス利用設定を「利用す
る」にしていますか。

• 「利用する」に設定します。 86

本機のソフトウェアバージョンが該当の
クラウドサービス（機器側の機能へのリン
クや、他社サービスを除く）を利用できる
ソフトウェアバージョンですか。

• ソフトウェアのバージョンによっては、ご利用いただけないサービスが
あります。

 クラウドサービスについて、詳しくは、ホームページ（http://www.
toshiba.co.jp/regza/）をご覧ください。

※ 「インターネット」を利用しているときに、本機の電源状態を「切」にした
り、電源プラグを抜いたりしないでください。クラウドメニューの更新
に失敗する可能性があります。クラウドメニューが正しく表示されない
場合、本機を初期化すると、正しく表示されるようになります。

－

88
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PPPoE設定ができないPPPoE設定ができない
確認すること 解決法・その他 ページ

－ • 本機ではPPPoEの設定はできません。PPPoEはルーター側に設定し
てください。（設定にはパソコンが必要です）。

87

IPアドレスが取得できないIPアドレスが取得できない
確認すること 解決法・その他 ページ

IPアドレスの表示が空欄ですか。 • 「ネットワーク設定」の「IPアドレス設定」を確認します。
• 上記の確認でIPアドレスが取得できていない場合（すべて空欄になって
いる場合）は以下を確認をします。
① 本機とルーターが接続されているか確認する
② ルータのアクセスランプ（ルータのLANポートにある小さなランプ）が点滅し

ているか確認する（正常に通信できていればランプが点滅します）
③ ルータに他のネットワーク機器（パソコンなど）があるときは、機器からイン

ターネット接続が可能か確認する
• 接続しているときに可能であれば、以下のテストをします
 機器に接続されているLANケーブルを本機に接続し、接続テストをする
 接続できたとき
 最初に本機と接続されていたLANケーブルまたはルータの不具合の可能

性が高いです。
 接続できなかったとき
 ルータ、LANケーブルに問題がある可能性は低いです。

④ インターネット接続可能なそのほかの機器（パソコンなど）のIPアドレスを確
認し、本機のIPアドレスを手動で設定する

⑤ クラウドサービスなど、ネットワークを利用する機能が使用できるか確認する
• 上記の確認をしても接続できない場合は、本機をリセットします。

リセットのしかた 操作で対処したいとき
① 電源プラグをコンセント

から抜く
② 1分間以上待つ
③ 電源プラグをコンセント

に差し込んで、電源を入
れる

① テレビ本体の電源ボタンを押し続ける
② 本体前面の「電源」の表示ランプが点滅

したら、電源ボタンから手を離す
③ しばらくすると電源が「入」になり、画

面に「リセット機能により、再起動しま
した。」が表示されます。

• リセットをしても接続できない場合は、本機の初期化をします。
• 上記の確認をすべてしても接続できないときは、東芝テレビご相談センター
（裏表紙参照）にお問い合わせください。

85

114

112

IPアドレスが取得できているのに接続できないIPアドレスが取得できているのに接続できない

確認すること 解決法・その他 ページ
取得しているIPアドレスが「192.168.
～」から始まっていますか。

• お使いのルーターは、ブロードバンドルーターか確認します。
• 「ネットワーク設定」の「IPアドレス設定」を確認します。
• 取得しているIPアドレスが「192.168. ～」から始まっていればルータ

から正常にアドレスを取得できています。クラウドサービスなど、ネッ
トワークを利用する機能が使用できるか確認します。接続できずエラー
メッセージで「DNSからの応答がありません」と表示されるときは、
ルータにPPPoE設定が必要なため、ご契約の回線事業者（NTT東日本、
NTT西日本」など）にご相談ください。

• 「169.254.～」から始まっているときは、本機がルーターからのIPアドレ
スの取得に失敗しています。その場合は、以下の操作をしてみてください。
• ルーターを再起動する。
• 本機をリセットする

リセットのしかた 操作で対処したいとき
① 電源プラグをコンセント

から抜く
② 1分間以上待つ
③ 電源プラグをコンセント

に差し込んで、電源を入
れる

① テレビ本体の電源ボタンを押し続ける
② 本体前面の「電源」の表示ランプが点滅し

たら、電源ボタンから手を離す
③ しばらくすると電源が「入」になり、画面

に「リセット機能により、再起動しまし
た。」が表示されます。

• 本機のIPアドレスを確認する

85

114

85

 

症状で調べる
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エラーメッセージ

 エラーメッセージが表示されたとき
● 代表的なエラーメッセージについて説明しています。

全般
画面に出るエラー表示 考えられる原因など 対処のしかた・その他 ページ

「電波の受信状態が良くありません。サ
ブメニューから降雨対応放送に切り換
えられます。コード：E201」

気象条件などによって信号レベルが下
がり、降雨対応放送切換が可能な状態
になった。

降雨対応放送に切り換えることができ
ます。

45

「放送が受信できません。

１． テレビ背面と壁面のアンテナ線
の接続を確認してください

２． リモコンで見たい放送（【地デジ】
【ＢＳ】【ＣＳ】）ボタンを押してく
ださい

３． リモコンの 青 ボタンを押して、
アンテナレベルを確認してくだ
さい

コード：E202」

• アンテナが放送に適合していない。

• アンテナ線がはずれたり、切れたり
している。

• アンテナの方向ずれや故障。
• BS・110度CSアンテナの場合、

アンテナ電源が供給されていない。
• 電波が弱くて視聴できない。
• 雨や雷、雪などの気象条件によって
一時的に受信できない。

※ 放送が休止中の場合も表示される
ことがあります。

• 放送に適合したデジタル放送用ア
ンテナであることを確認します。

• アンテナとアンテナ線の状態や接
続を確認します。（販売店にご相談
ください）

• BS・110度CSアンテナに電源が
供給されるようにします。

24

～

25

103

「現在放送されていません。
コード：E203」

選局したチャンネルでの放送が休止
中、または放送が終了している。
※ 雨や雷、雪などの気象条件によって
一時的に受信できない場合も表示
されることがあります。

番組表などで放送時間を確認します。 －

「該当するチャンネルはありません
コード：E204」

放送のないチャンネルを選局した。 番組表などでチャンネルを確認します。 －

「ｍｉｎｉＢ－ＣＡＳカードが挿入さ
れていません。カードを挿入している
場合には取扱説明書の『ｍｉｎｉＢ－
ＣＡＳカードを挿入する』を見ながら
向きと裏表を確認して、もう一度奥ま
で入れ直してください。」

• miniB-CASカードが挿入されてい
ない。

• miniB-CASカードが正しく挿入さ
れていない。

• miniB-CASカードが抜けている。

miniB-CASカードを正しく挿入しま
す。

21

miniB-CASカードが認識できません。
カードの接点に汚れがある場合には取
扱説明書の『miniB-CASカードを挿入
する』を見ながら汚れをふき取ってく
ださい。

miniB-CASカードが接触不良を起こ
している。

miniB-CASカードをカチッと音が鳴
るまで押して取り出し、金色端子部に
汚れが無いか確認し、乾いた布でふき
取り、もう一度入れ直します。

21

「このカードはご使用になれません。
カードをご確認ください。」

無効なminiB-CASカードが挿入され
ている。

付属のminiB-CASカードの所有権は、
ビーエス・コンディショナルアクセス
システムズ社にあります。
認識しないなど、破損した場合の再発
行については、付属のminiB-CASカー
ド台紙の記載されている、ビーエス･コ
ンディショナルアクセスシステムズ社
にお問い合わせください。

－
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 USBハードディスクに関するエラー表示
画面に出るエラー表示 考えられる原因など 対処のしかた・その他 ページ

「機器に接続できません。」 接続ケーブルがはずれている。 接続を確認します。 －
USBハードディスクの電源が切れている。USBハードディスクの電源を入れます。 －
USBハードディスクにエラーが発生した。 USBハードディスクの電源を入れ直してみます。 －

「再生できません。」 視聴制限のある番組を録画した。 「放送視聴制限設定」で、録画した番組
が視聴できる設定にします。

109

録画中になんらかの原因でコピーワン
スなどの情報が破損した。

再生できません。 －

再生時にテレビとUSBハードディス
クと通信に障害があった。または、接続
ケーブルがはずれてしまった。

テレビとUSBハードディスクの電源
を入れ直してみます。また、接続を確認
します。

－

「録画機器のエラーにより録画を中止
しました。詳しくは取扱説明書をご覧
ください。」

テレビとUSBハードディスクと通信
に障害があった。

テレビとUSBハードディスクの電源
を入れ直してみます。

－

「録画機器のエラーにより指定した録
画品質で録画できません。」

テレビとUSBハードディスクの通信
に障害があった。

テレビとUSBハードディスクの電源
を入れ直してみます。

－

USBハードディスクにエラーが発生
した。

テレビとUSBハードディスクの電源
を入れ直してみます。

－

「情報取得中にエラーが発生しまし
た。」

録画した番組が正常に保存されなかっ
た。

「録画番組を修復する」の操作をしてみ
ます。

65

「USB端子の電源容量を越えました。
接続機器をはずし、本体の電源ボタン
で電源を切り、もう一度電源を入れて
ください。」

USBバスパワーで動作するUSBハー
ドディスクを本機に接続し、使用電力
が本機の供給限界を超えた。

以下の手順で復帰させます。
① 本体の電源ボタンで電源を切る
② USBハードディスクの接続ケーブルを

抜く
③ 本機の電源プラグをコンセントから抜

き、約10秒後に差し込む
④ 本機の電源を入れる
⑤ USBハードディスクを接続する
※ 再び同じエラーメッセージが表示さ

れる場合は、USBハードディスクに
ACアダプターを接続してください。

－

東芝レコーダーに録画・予約をするときのエラー表示

画面に出るエラー表示 考えられる原因など 対処のしかた・その他 ページ
「録画機器で設定が変更されました。録
画機器で設定内容をご確認ください。」

レコーダー側で録画設定が変更されて
いる。

レコーダーで録画設定の内容を確認し
ます。

－

「録画機器の動作により設定できませ
ん。しばらく待ってからもう一度操作
してください」

レコーダーの動作との競合（何らかの
操作、動作、表示をしている）がある。

しばらくしてからやり直すか、または、
レコーダーの操作などを中止します。

－

「録画機器の予約数がいっぱいです。」 レコーダーの予約数が制限を超えている。レコーダーで予約を取り消します。 －
「指定した時刻情報では予約を設定で
きません。」

レコーダーが対応していない形式で時
刻を設定した。

指定できる時刻の形式をレコーダーの
取扱説明書で確認します。

－

「録画機器の予約時間と重複するため、
設定できません。」

レコーダー側の予約と、本機からの予
約時間が重なっている。

レコーダーで予約している時間帯は、
本機からの予約はできない場合があり
ます。

－

「録画機器に時刻が設定されていません。」 レコーダーの時刻設定をしていない。 レコーダーの時刻設定をします。 －
「予約を設定できませんでした。」
または
「録画を設定できませんでした。」

レコーダーの電源プラグが抜けてい
る。

レコーダーの電源プラグをコンセント
に差し込みます。

－

レコーダーが正しく接続されていな
い。

本機とレコーダーを正しく接続します。
HDMIケーブルは、規格に合ったケー
ブルを使用してください。

72
73

エラーメッセージ

 エラーメッセージが表示されたとき　つづき
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LAN端子を使った通信に関するエラー表示

画面に出るエラー表示 考えられる原因など 対処のしかた・その他 ページ
「サーバーと通信できませんでした。詳
しくは取扱説明書をご覧ください。」

サーバーからのソフトウェア・ダウン
ロードに失敗した。

接続・設定の状態を確認します。 84

～

87
回線が混みあっている。 しばらくたってから、もう一度操作し

ます。
－

「本機にルート証明書が設定されてい
ないため、サーバーに接続できませ
ん。」

本機にルート証明書が設定されていな
い。

ルート証明書番号を確認し、東芝テレ
ビご相談センター（裏表紙参照）にお問
い合わせください。

107

「現在設定されているルート証明書で
はサーバーの安全性を確認できないた
め、接続できません。」

ルート証明書は本機内に設定されてい
るが、接続先のサーバー証明書との検
証ができない。

ルート証明書番号を確認し、正しい
ルート証明書であるかを東芝テレビご
相談センター（裏表紙参照）にお問い合
わせください。

107

「現在設定されているルート証明書の
有効期限が切れているため、サーバー
に接続できません。」

ルート証明書の有効期限が切れてい
る。

「サーバーの証明書の有効期限が切れ
ているため、接続できません。」

接続先の証明書が有効期限切れになっ
ている。

接続先の安全性に問題があります。本
機は、一部の接続先については、安全性
の確認ができない場合、接続は行われ
ません。（本機の動作は正常です）

－

「サーバーの証明書には表示するペー
ジの名前が含まれていないため、接続
できません。」

サーバー証明書に表示しようとしてい
るページの名前がない。

「サーバーの証明書の不正が検出され
たため、接続を中断します。」

接続先の証明書が改ざんされている。

「サーバーの証明書に問題があるため、
接続を中断します。」

認証エラーが発生した。

インターネットに関するエラー表示
画面に出るエラー表示 考えられる原因など 対処のしかた・その他 ページ

「アドレスが正しくありません。」 • 処理できないスキーム（ftp, mailto, 
fi leなど）を開こうとした。

• URLを確認します。
 正しいURLを入力しても同様の
メッセージが表示される場合、この
ページを見ることはできません。

－

「サーバが見つかりません。」 • HTTPリクエスト、リゾルブ中に
DNSサーバーが見つからない。

• 「ネットワーク設定」の「DNS設定」
が正しく設定されているか確認し
ます。

85

「サーバからの応答に含まれている認
証パラメータが正しくありません。」

• 認証の際にHTTPヘッダが不正で
ある。

• 左記の原因でこのページを表示で
きません。（もう一度接続しても同
様の場合は、このページは見ること
はできません）

－

「サーバからの応答が正しくありませ
ん。リダイレクトできません。」

• リダイレクトの際にHTTPヘッダ
が不正である。

「ページの安全性を確認できません。
サーバが証明書をサポートしていませ
ん。接続しますか?」

• 証明書認証時にブラウザの証明DB
に発行元のルートCA証明書がな
い。

• このページが安全であることを確
認できませんでした。

 問題があるかわからない場合は、
「キャンセル」を選びます。「OK」を
選んだ場合は、そのままページが表
示されます。

－

「ページの安全性を確認できません。
ルートCA 証明書の有効期限が切れて
います。接続しますか?」

• ルートCA証明書の有効期限が切れ
ている。

「ページの安全性を確認できません。
サーバ証明書のCNがホスト名と一致
しません。接続しますか?」

• サーバ証明書のCN（一般名）がホス
ト名と一致しない。

「ページの安全性を確認できません。
サーバ証明書の有効期限が切れていま
す。接続しますか?」

• サーバ証明書の有効期限が切れて
いる。

「メモリ不足のため、コンテンツを表示
できませんでした。」

• 極度のメモリー不足状態から強制
復帰した。

• 他のウインドウを閉じて「再読込
み」をします。「再読込み」をしても
同様のメッセージが出る場合は、こ
のページを見ることはできません。

－

「ページがありません。」 • コンテンツが見つからなかった。 • このページを見ることはできません。 －

これらの症状で訪問修理を依頼され、テレビに原因がないと判明した場合は、保証期間中であっても出張料などを申し受けますので、
あらかじめご承知おきください。
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  ソフトウェアを更新する

■ ダウンロード
 放送波やインターネットを使って、ソフトウェアなどを端
末（この場合は本機）に転送することです。

● 更新用のソフトウェアがある場合は、ダウンロード情報が
放送電波で送られます。本機は、BSデジタル放送または地
上デジタル放送を視聴しているときにダウンロード情報を
取得します。（情報を確認する操作はありません）

● 更新用ソフトウェアの自動ダウンロードと自動更新は、本
機の電源が「待機」（リモコンで電源を切った状態）のときに
行われます。

● 電源プラグがコンセントから抜かれていると、自動ダウン
ロードができないため、ソフトウェアの自動更新は行われ
ません。

● ダウンロードによって、一部の設定内容がお買い上げ時の
状態に戻ったり、予約やお知らせが削除されたりする場合
があります。

● 悪天候などでダウンロードが取り消された場合は、「本機に
関するお知らせ」でお知らせします。

 ソフトウェアの更新機能について
● 本機は、内部に組み込まれたソフトウェア（制御プログラム）
で動作するようになっています。

● お買い上げ後、より快適な環境でお使いいただくために、ソ
フトウェアを更新する場合があります。

● 更新用のソフトウェアはBSデジタルや地上デジタルの放送
電波で送られてきます。本機は、放送電波で送られてくる更
新用のソフトウェアを自動的にダウンロードし、内部ソフト
ウェアを自動的に更新する機能を備えています。

● ソフトウェアダウンロード情報をホームページ（http://www.
toshiba.co.jp/regza/support/）でお知らせしています。
• 放送電波を利用したソフトウェアのダウンロードは、都

度、限られた日時に行われます。
● 電源プラグが抜かれていたなどの事情で自動ダウンロード
ができなかった場合は、都合のよいときにインターネットを
利用して東芝サーバーから更新用のソフトウェアを入手す
ることができます。

 放送電波で送信されるソフトウェアをダウンロードする

  自動ダウンロードの設定をする自動ダウンロードの設定をする
● 「自動ダウンロード」の設定を「ダウンロードする」（お買い上
げ時の設定）にしておき、日常的にデジタル放送を視聴し、視
聴しないときにも電源プラグをコンセントに差し込んだま
まにしておけば、特別に意識する必要はありません。常に最
新のソフトウェアで使用することができます。

1 を押し、 と で「初期設定」⇨
「ソフトウェアのダウンロード」⇨「放送
からのダウンロード」⇨「自動ダウンロー
ド」の順に進む

2 で「ダウンロードする」または「ダウ
ンロードしない」を選び、

す 」
を押す

● を押せば、自動ダウンロードの日時を一覧で確
認することができます。

  東芝サーバーからダウンロードする
● インターネットを利用して東芝サーバーからソフトウェア
をダウンロードし、本機内部のソフトウェアを更新すること
ができます。

● インターネットへの接続と設定（ 84 ～ 87 ）が必要で
す。

1 を押し、 と で「初期設定」⇨
「ソフトウェアのダウンロード」⇨「サー
バーからのダウンロード開始」の順に進む
● ソフトウェア更新が始まります。
● ソフトウェアの更新中は操作できません。そのまま
で終了するまでお待ちください。

2 「ソフトウェアを更新しました。」のメッセージが表示されたら、 を押す
● 電源が「待機」になってから再び「入」になり、通常の
視聴ができるようになります。

  ソフトウェアのバージョンを確認するには

1 を押し、 と で「その他の操
作」⇨「ソフトウェアバージョン」の順に
進む
● 「初期設定」⇨「ソフトウェアのダウンロード」

⇨「ソフトウェアバージョン」でも確認できます。
● ソフトウェアのバージョンが表示されます。

ソフトウェアバージョン

Ｔ４Ｄ－０１８ＣＤＤ ０２E

バージョン番号

■ 東芝サーバーからのダウンロードについて
● 回線の速度が遅いと正しくダウンロードできないこと
があります。このとき、「通信エラー」が表示されます。
サーバーが一時的に停止していることもありますので、
インターネットへの接続や設定を確認し、しばらくたっ
てからもう一度ダウンロードしてみてください。
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● お知らせには、「放送局からのお知らせ」、「本機に関するお知
らせ」、「ボード」の3種類があります。

● 未読のお知らせ（「ボード」を除きます）があると、チャンネル
切換時や を押したときに、画面に「お知らせアイコ
ン」 が表示されます。134

1 を押し、 と で「その他の操
作」⇨「お知らせ」の順に進む

2 でお知らせの種類を選び、 を押す
放送局からのお知らせ
本機に関するお知らせ

ボード

お知らせ

未読のお知らせはオレンジ色で表示されます。

•  放送局からのお知らせ ··· デジタル放送局からのお知ら
せです。

•  本機に関するお知らせ ··· 本機が発行したお知らせです。
•  ボード ·························· 110度CSデジタル放送の視

聴者に向けたお知らせです。

3 読みたいお知らせを で選び、 を押
す
● 選択したお知らせの内容が表示されます。

■ 「お知らせ」について
● 「放送局からのお知らせ」は、地上デジタル放送が7通ま
で記憶され、BSデジタル放送と110度CSデジタル放
送は、合わせて24通まで記憶されます。放送局の運用に
よっては、それより少ない場合もあります。記憶できる
数を超えて受信した場合は、古いものから順に削除され
ます。

● 「本機に関するお知らせ」は、既読の古いものから順に削
除される場合があります。

● 「ボード」は110度CSデジタル放送のそれぞれに対し、
今送信されているものが50通まで表示されます。

● 「お知らせアイコン」は、未読のお知らせが1件でも残っ
ていると表示されます。

  お知らせを見る
画面に「本機のお知らせを確認」が表示されたときは画面に「本機のお知らせを確認」が表示されたときは

本機のお知らせを確認青

❶ を押す
● 「本機に関するお知らせ」が表示されます。
● お知らせが複数件ある場合は、「本機に関するお知らせ」
一覧が表示されます。 で確認するお知らせを選び、

を押して表示させます。

「本機に関するお知らせ」を削除するには「本機に関するお知らせ」を削除するには
※ 削除できるのは「本機に関するお知らせ」のみです。

❶ 「本機に関するお知らせ」の画面で、 を押す

❷ で「はい」を選び、 を押す
※ 本機に関するお知らせがすべて削除されます。



126

そ
の
他

その他

 miniB-CASカードの情報を確認する
● miniB-CASカードの状態やID番号などをテレビ画面で確認
することができます。

1 を押し、 と で「初期設定」
⇨｢miniB-CASカードの確認」の順に進む
● miniB-CASカードの状態確認結果が表示されます。

ｍｉｎｉＢ－ＣＡＳカードの確認

正常に動作しています。ｍｉｎｉＢ－ＣＡＳ
状態

2 を押す
● miniB-CASカードの情報が表示されます。

ｍｉｎｉＢ－ＣＡＳカードの確認

カード識別番号
カードＩＤ番号
グループＩＤ番号

ＸＸＸＸ
ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ

3 情報を確認したら、 を押す

 miniB-CASカードID番号記入欄 miniB-CASカードID番号記入欄
● 下欄にminiB-CASカードのID番号を記入しておくと、有料
放送のご契約やminiB-CASカードのお問い合わせの際など
に役立ちます。
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  お手入れについて

注意 ■ お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く
感電の原因となることがあります。

お手入れの際のご注意

ベンジン・アルコールなどは使わないベンジン・アルコールなどは使わない
● ベンジン・アルコールなどの揮発性のもののほか、アセトン
などケトン類やキシレン、トルエンなどの溶剤は使わないで
ください。キャビネットや画面（液晶パネル）が溶けたり、破
損したりするおそれがあります。

● クレンザーなど、研磨剤が含まれた洗剤は使わないでくださ
い。表面が傷つきます。

化学ぞうきんやウェットタイプのクリーニング化学ぞうきんやウェットタイプのクリーニング
クロス/クリーニングペーパーなどは使わないクロス/クリーニングペーパーなどは使わない
● 含まれている成分によっては、キャビネットや画面の表面が
溶けたり、破損したりするおそれがあります。

水やスプレータイプの洗剤などを直接かけない水やスプレータイプの洗剤などを直接かけない
● 洗剤などの液体がテレビの内部に垂れたり、しみこんだりす

ると、故障の原因になります。

ぬれた手でお手入れをしないぬれた手でお手入れをしない
● ぬらした布などを絞ってお手入れをするときは、手についた

水滴をよくふき取ってください。水滴がテレビの内部に垂れ
たり、しみこんだりすると、故障の原因になります。

画面のお手入れは特にやさしく画面のお手入れは特にやさしく
● 画面の表面は樹脂でできています。固い布や紙でふいたり、

強くこすったりすると表面が傷つき、映像の品位が低下しま
す。やさしくふくようにしてください。

● 画面の内面はガラスでできています。たたいたり、押したり
して力を加えると、画面が割れてテレビが見られなくなって
しまいます。やさしく取り扱ってください。

※ ふだん、小さなお子様などが画面に触れたり、たたいたりし
ないようにご注意ください。

キャビネットと画面のお手入れ

1 キャビネットや画面に付着しているゴミ、ホコリを払う
● 柄つきの柔らかいモップなどで、やさしく払ってく
ださい。

※ ゴミやホコリがついたままでふいたり、こすったり
すると、表面が傷ついてしまいます。

2 乾いた脱脂綿または柔らかい布（綿、ガーゼなど）でやさしくふき取る

よごれが落ちにくいときはよごれが落ちにくいときは
● 水で1000倍程度に薄めた中性洗剤（中性洗剤1ミリ
リットルあたり1リットルの水で薄める）に脱脂綿ま
たは柔らかい布を浸してから固く絞り、よごれをや
さしくふき取ってください。そのあと、乾いた脱脂綿
または柔らかい布で水分をふき取ってください。

柔らかい布
固く絞る

水で薄めた
中性洗剤

※ 手に水滴がついているときは、テレビに触れる前に
ふき取ってください。

※ 洗剤が濃いと画面などに残ってしまいます。その場
合は、水だけで固く絞った脱脂綿または柔らかい布
でやさしくふき取ってください。

※ 画面をぬらしたまま放置しないでください。吸湿劣
化やシミの原因になることがあります。水分が残っ
ているときは、乾いた脱脂綿または柔らかい布でや
さしくふき取ってください。
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 Basic Operations

● For more information on operations, safety instructions, maintenance,etc, please contact your local dealer.

[TV Rear Panel ] 

[TV Front Panel]

Power on (Green)/

Standby (Red)

Remote Control sensor

● For optimum performance, aim the remote 
control DIRECTLY at the TV remote sensor. 
(within 16 ft from the TV set)

●To view digital broadcasting programs, insert the 
miniB-CAS cards into the card slots. (Without 
miniB-CAS cards, you CANNOT receive digital 
broadcasting.)

For adjusting the volume.

For switching the volume 
buttons function.

● Press to turn the TV set on 
and off.

miniB-CAS slot 

miniB-CAS card Insert into the slot.

Open the cover.

Headphone jack / Analog audio out



129

そ
の
他

クリア音声

サブメニュー

地デジ 011
ＮＨＫ総合１・東京

○○○○○　○○○○○○

テレビ 二重音声ＨＤ １６：９

1 PM  5:08

PM   5:00 PM   5:15

フル

Power button (ON/STANDBY)Input selection button  

Channels sequential access 
button (Up / Down)

Sound volume adjustment button

EPG button

[Remote controller]

● For exiting menus or EPG mode.

Multi-sound mode selection button

multi-sound mode

主音声 

副音声 

主 ： 副 

Japanese

Japanese
+

Second-language

Second-language

● For selecting Digital terrestrial 
broadcasting programs.

● For selecting Digital satellite 
broadcasting programs.

● For selecting program 
channeles.

● For returning to the previous 
screen when in menu or EPG 
mode.

● For accessing to the Electronic Program 
Guide (EPG). 
EPG provides you with a chart of the 
schedule of all available digital channels.

二重音声
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 仕様
種 類 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
形 名 32G9 40G9 50G9
受 信 機 型 サ イ ズ 32V 40V 50V
電 源 AC 100V  50/60Hz共用

 消 費 電 力

70W
電源「待機」時 0.3Ｗ、
電源「切」時 0.3Ｗ、 

（機能動作時 15Ｗ）※1

82W
電源「待機」時 0.3Ｗ、
電源「切」時 0.3Ｗ、

（機能動作時 16Ｗ）※1

103Ｗ
電源「待機」時 0.3Ｗ、
電源「切」時 0.3Ｗ、

（機能動作時 16Ｗ）※1

 年 間 消 費 電 力 量　[ 標 準 ] 時 55kWh/年 63kWh/年 73kWh/年

区 分 名
DN1

（FHD以外、液晶ノーマル、
付加機能1）

DF1
（FHD、液晶ノーマル、付加機能1）

スタンドを含む
外 形 寸 法
（　）は本体のみ

幅 73.4(73.4)cm 92.7(92.7)cm 112.2(112.2)cm
高 さ 48.9(43.8)cm 58.8(54.9)cm 70.1(66.1)cm
奥 行 18.0(8.4)cm 19.4(6.8)cm 21.6(7.3)cm

スタンドを含む質量  （ ）は本体のみ 7.0（6.0）kg 10.0（9.5）kg 16.5（16.0）kg

液 晶 画 面
画 面 寸 法 幅69.8cm、高さ39.2cm、

対角80.0cm
幅88.6cm、高さ49.8cm、

対角101.6cm
幅109.6cm、高さ61.6cm、

対角125.7cm
駆 動 方 式 TFTアクティブマトリクス
画 素 数 水平1366×垂直768 水平1920×垂直1080

受 信 チ ャ ン ネ ル 地上デジタル：VHF（1～12）、UHF（13～62）、CATV（C13～C63）
BSデジタル：BS000～BS999、110度CSデジタル：CS000～CS999

ス ピ ー カ ー 4.0cm×12.0cm 2個
音 声 出 力 実用最大出力 7W＋7W（総合音声出力 14W）（JEITA）

入
力
・
出
力
端
子

Ｈ Ｄ Ｍ Ｉ １ ／ ２ 入 力 HDMI（Lip Sync、ARC※2）

ビ デ オ 入 力 映像（ピンジャック）：1V（p-p）、75Ω、同期負
音声（ピンジャック）：200mV（rms）、22kΩ以上

Ｕ Ｓ Ｂ（ 録 画 専 用 ）端 子 USB2.0

光 デ ジ タ ル 音 声 出 力 トスリンク
ヘッドホーン／音声出力端子 口径3.5mmステレオミニジャック、音声出力：最大2V（rms）、10kΩ以上
L A N 端 子 RJ-45
M H L 端 子 MHL1（HDMI入力2兼用）

使 用 環 境 条 件 温度：0℃～35℃、相対湿度：20％～80％（結露のないこと）

付 属 品 「付属品を確認する」（ 8 ）をご覧ください。

※1：電源「待機」時または電源「切」時に以下の動作をしているときの消費電力です。
• 番組情報などを取得しているとき

※2：ARC機能はHDMI入力1端子のみ対応しています。
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インターネットブラウザの仕様インターネットブラウザの仕様

記述言語 HTML5.01, XHTML1.1, XHTML Basic
動作記述言語 ECMAScript（ECMA-262 3rd Edition）
DOM DOM1.0, DOM2.0
Ajax XMLHttpRequest
スタイルシート CSS1.0, CSS2.0
セキュア通信 SSL3.0, TLS1.0, TLS1.1, TLS1.2
プラグイン なし

● 意匠・仕様・ソフトウェアは製品改良のため予告なく変更することがあります。
● 受信機型サイズ（40Ｖなど）は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
● このテレビを使用できるのは日本国内だけで、外国では放送方式、電源電圧が異なるため使用できません。
 (This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

● 本商品は、ご愛用終了時に再資源化の一助としておもなプラスチック部品に材質名表示をしています。
● 本商品の改造は感電、火災などのおそれがありますので行わないでください。
● イラスト、画面表示などは、見やすくするために誇張や省略などで実際とは多少異なります。
● 省エネルギーのため長時間テレビを見ないときは電源プラグを抜いてください。
● 区分名：「エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）」では、テレビの画素数、表示素子、動画表示および付加機能の有
無等に基づいた区分を行っています。その区分名称をいいます。

● 年間消費電力量：年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、1日あたり4.5時間の動作時間/19.5時間の待機時間（電子番組表
取得時間を含む）で算出した、1年間に使用する電力量です。

● 「JIS C 61000-3-2 適合品」- JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性一第3-2部：限度値ー高調波電流
発生限度値（1相当たりの入力電流が20A以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造
した製品です。

● 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られており、微細な画素の集合で表示しています。99.99％以上の有効画素があり、ご
く一部（0.01％以下）に光らない画素や、常時点灯する画素などがありますが、故障ではありませんので、ご了承ください。

● 静止画をしばらく表示したあとで映像内容が変わった時に、前の静止画が残像として見えることがありますが、自然に回復しま
す。（故障ではありません。）

※ 国外で本品を使用して有料放送サービスを享受することは有料放送契約上禁止されています。
 (It is strictly prohibited, as outlined in the subscription contract, for any party to receive the services of scrambled broadcasting 

through use of this television set in any country other than Japan and its geographic territory as defined by international Law.)

グリーンマークは、「JIS C 0950電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」（通称J-Moss）での、特定の化
学物質の含有率が基準値以下であることを表すマークです。

USBハードディスクにUSBハードディスクに  録画できる時間の目安録画できる時間の目安
● USBハードディスクで録画できる時間の目安は以下のようになります。
※ 「自動削除設定」が「する」に設定されている場合、約2時間分の録画領域を確保するために、録画できる時間が下表よりも少なく

なることがあります。

例 500GBのハードディスクの場合

放送番組の種類 録画できる時間の目安

地上デジタルハイビジョン放送番組（HD 最大17Mbps）だけを録画する場合 約62時間

BS/110度CSデジタルハイビジョン放送番組（HD 最大24Mbps）だけを録画する場合 約44時間

● 放送番組の種類は、 を押し、 で「番組説明」を選び、 を押して表示される番組説明画面上のアイコンで確認する

ことができます。 34

● ハードディスクの残量（録画設定画面に表示される「録画可能時間」および、録画リストのサブメニューの「ハードディスク残量
表示」 68 ）は、BSデジタルハイビジョン放送（24Mbps）を基準に算出しています。そのため、地上デジタルハイビジョン放
送（約17Mbps）の録画番組などを削除した場合、残量の増加分は削除した番組の時間よりも少なくなります。

    対応機器について対応機器について
● 接続できる機器については、ホームページで順次公開する予定です。（www.toshiba.co.jp/regza/）
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対応フォーマット
 本機で対応しているHDMI入力信号フォーマット

● 「VESA規格」の欄に「○」が記載されている信号フォーマットは、本機のHDMI入力端子ではVESA規格に準拠する信号フォー
マットにのみ対応しています。機器によっては本機の画面に映像が表示されないか、または正しく表示されないことがありま
す。その場合は下表に示した入力信号のどれかに合うようにパソコンや映像機器の設定を変更してください。一部のパソコンで
は有効画面領域を「解像度」と表記する場合があり、その場合は本機が表示する解像度と異なることがあります。

● リフレッシュレートが24Hzの信号は60Hzに変換して表示されます。
フォーマット名 表示解像度 リフレッシュレート 水平周波数 ピクセルクロック VESA規格

480i 720×480 59.94 / 60Hz 15.734 / 15.750kHz 27.000 / 27.027MHz

480p 720×480 59.94 / 60Hz 31.469 / 31.500kHz 27.000 / 27.027MHz

1080i 1920×1080 59.94 / 60Hz 33.716 / 33.750kHz 74.176 / 74.250MHz

720p 1280×720 59.94 / 60Hz 44.955 / 45.000kHz 74.176 / 74.250MHz

1080p 1920×1080
59.94 / 60Hz 67.433 / 67.500kHz 148.352 / 148.500MHz

23.98 / 24Hz 26.973 / 27.000kHz 74.176 / 74.250MHz

VGA 640×480 59.94 / 60Hz 31.469 / 31.500kHz 25.175 / 25.200MHz ○

SVGA 800×600 60Hz 37.879kHz 40.000MHz ○

XGA 1024×768 60Hz 48.363kHz 65.000MHz ○

WXGA
1280×768 60Hz 47.776kHz 79.500MHz ○

1360×768 60Hz 47.712kHz 85.500MHz ○

SXGA 1280×1024 60Hz 63.981kHz 108.000MHz ○
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　●  本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browserを搭載しています。
  ACCESS、NetFrontは、日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

ⓒ 2009 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
●   HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Defi nition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標、また

は登録商標です。
●   MHL、Mobile High-Defi nition Link およびMHLロゴは、MHL, LLC の商標または登録商標です。

● この製品は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、及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
● トスリンクは株式会社東芝の登録商標です。
● Blu-ray Disc™（ブルーレイディスク）、Blu-ray™（ブルーレイ）はブルーレイディスク アソシエーションの商標です。
● 本製品の一部分に Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
● この製品に含まれているソフトウェアをリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、分解またはその他の方法

で解析、及び変更することは禁止されています。
● AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE
 THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON COMMERCIAL USE 

OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC 
VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS 
OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO.  NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR 
ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA,L.L.C. SEE HTTP//WWW.MPEGLA.COM

 ライセンスおよび 商標などについて
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  アイコン一覧
 番組についてのアイコン

アイコン 説　明 アイコン 説　明

テレビ テレビ放送 SD：480p 放送フォーマットが480pのデジタル標準テレ
ビ放送

ラジオ ラジオ放送 信号切換 複数の映像、または音声またはデータがある番組

データ データ放送 年齢 視聴年齢制限が設定されている番組

16：9 画面の横と縦の比が16：9の番組の放送 ダビング 録画回数が制限されている番組

4：3 画面の横と縦の比が4：3の番組の放送 デジタルコピー可 デジタル録画ができる番組

ステレオ ステレオ音声放送 デジタルコピー￥ 有料でデジタル録画ができる番組

サラウンド サラウンドステレオ放送 デジタルコピー× デジタル録画ができない番組

二重音声 二重音声放送 光デジタルコピー可 光デジタル録音ができる番組

字 字幕放送 光デジタルコピー１ 1回のみ光デジタル録音ができる番組

MV マルチビューサービス（複数の映像・音声があ
り、映像・音声が連動して切り換わる番組） 光デジタルコピー￥ 有料で光デジタル録音ができる番組

HD デジタルハイビジョン放送 光デジタルコピー× 光デジタル録音ができない番組

HD：1080i 放送フォーマットが1080iのデジタルハイビ
ジョン放送 アナログコピー可 アナログ録画ができる番組

HD：720p 放送フォーマットが720pのデジタルハイビ
ジョン放送 アナログコピー￥ 有料でアナログ録画ができる番組

SD デジタル標準テレビ放送 アナログコピー× アナログ録画ができない番組

SD：480i 放送フォーマットが480iのデジタル標準テレ
ビ放送

● ダビング、コピー関係のアイコンの中には、本機の機能とは無関係に番組の情報として表示されるものがあります。

 お知らせ、予約、その他についてのアイコン

アイコン 説　明 アイコン 説　明

録画予約 録画番組が「保護」対象

連ドラ予約 録画番組が「上書き」対象

視聴予約 未読の「おしらせ」

録画中 既読の「おしらせ」

 
録画準備中または視聴準備中
録画または視聴予約による視聴開始の約1分前
に表示されます。

データ取得中 データの取得中です。

 
録画確認中
前番組の放送延長などで録画番組の放送時間
が変更されたときなどに表示されます。

非リンク型サービス（通信番組）41

 連ドラ予約番組の追跡結果や放送時間変更で、
予約が重なったときなどに表示されます。 SSLなどの暗号通信をしている場合 41
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東芝デジタルテレビ32/40/50G9（G9と略して記載し
ます）に組み込まれたソフトウェアは、複数の独立したソフト
ウェアコンポーネントで構成され、個々のソフトウェアコン
ポーネントは、それぞれに東芝または第三者の著作権が存在し
ます。

東芝デジタルテレビG9は、第三者が規定したエンドユー
ザーライセンスアグリーメントあるいは著作権通知（以下、
「EULA」といいます）に基づきフリーソフトウェアとして配布
されるソフトウェアコンポーネントを使用しております。

「EULA」の中には、実行形式のソフトウェアコンポーネン
トを配布する条件として、当該コンポーネントのソースコー
ドの入手を可能にするよう求めているものがあります。当該
「EULA」の対象となるソフトウェアコンポーネントに関して
は、以下のホームページをご覧いただくようお願いいたしま
す。
ホームページアドレス
www.toshiba.co.jp/regza/LZ1/eula/

また、東芝デジタルテレビG9のソフトウェアコンポーネン
トには、東芝自身が開発もしくは作成したソフトウェアも含ま
れており、これらソフトウェア及びそれに付帯したドキュメ
ント類には、東芝の所有権が存在し、著作権法、国際条約条項
及び他の準拠法によって保護されています。「EULA」の適用を
受けない東芝自身が開発もしくは作成したソフトウェアコン
ポーネントは、ソースコード提供の対象とはなりませんのでご
了承ください。

ご購入いただいた東芝デジタルテレビG9は、製品として、
弊社所定の保証をいたします。
ただし、「EULA」に基づいて配布されるソフトウェアコン

ポーネントには、著作権者または弊社を含む第三者の保証がな
いことを前提に、お客様がご自身でご利用になられることが認
められるものがあります。この場合、当該ソフトウェアコン
ポーネントは無償でお客様に使用許諾されますので、適用法
令の範囲内で、当該ソフトウェアコンポーネントの保証は一
切ありません。著作権やその他の第三者の権利等については、
一切の保証がなく、"as is"（現状）の状態で、かつ、明示か黙示
であるかを問わず一切の保証をつけないで、当該ソフトウェア
コンポーネントが提供されます。ここでいう保証とは、市場性
や特定目的適合性についての黙示の保証も含まれますが、それ
に限定されるものではありません。当該ソフトウェアコンポー
ネントの品質や性能に関するすべてのリスクはお客様が負う
ものとします。また、当該ソフトウェアコンポーネントに欠陥
があるとわかった場合、それに伴う一切の派生費用や修理・訂
正に要する費用は、東芝は一切の責任を負いません。適用法令
の定め、又は書面による合意がある場合を除き、著作権者や上
記許諾を受けて当該ソフトウェアコンポーネントの変更・再配
布を為し得る者は、当該ソフトウェアコンポーネントを使用し
たこと、又は使用できないことに起因する一切の損害について
なんらの責任も負いません。著作権者や第三者が、そのような
損害の発生する可能性について知らされていた場合でも同様
です。なお、ここでいう損害には、通常損害、特別損害、偶発
損害、間接損害が含まれます（データの消失、又はその正確さ
の喪失、お客様や第三者が被った損失、他のソフトウェアとの
インタフェースの不適合化等も含まれますが、これに限定され
るものではありません）。当該ソフトウェアコンポーネントの
使用条件や遵守いただかなければならない事項等の詳細は、各
「EULA」をお読みください。

資料

東芝デジタルテレビG9で使われるソフトウェアのライセンス情報

東芝デジタルテレビG9に組み込まれた「EULA」の対象となるソフトウェアコンポーネントは、以下のとおりです。これらソフト
ウェアコンポーネントをお客様自身でご利用いただく場合は、対応する「EULA」をよく読んでから、ご利用くださるようお願い
いたします。なお、各「EULA」は東芝以外の第三者による規定であるため、原文（英文）を記載します。

東芝デジタルテレビG9で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文（英文）

対応ソフトウェアモジュール
Linux Kernel
busybox
parted
xfsprogs
mtd-utils
u-boot
cryptsetup

Exhibit A

glibc
gcc
Cairo
libwebsockets
libgpg-error
libgcrypt
LVM2
libcgroup
DirectFB

Exhibit B

対応ソフトウェアモジュール
jquery Exhibit E
fuse Exhibit G
FreeType Exhibit H
OpenSSL Exhibit J
mongoose Exhibit K
dtoa Exhibit M
libuuid Exhibit N
popt Exhibit O
pixman Exhibit P
jQuery UI Exhibit Q
Backbone.js Exhibit R
Underscore.js Exhibit S

● ブラウザで使用しているオープンソースは、「ブラウザの情報を見る」（ 95 ）で確認することができます。
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東芝デジタルテレビG9で使われるフリーソフトウェアコンポーネ
ントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文（英文）
Exhibit A
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991
Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation,Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not 

allowed.

Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, 

the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software – to 

make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software 

Foundation’s software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software 

Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your 

programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed 

to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), 

that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new 

free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you 

to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the 

software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients 

all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must 

show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you 

legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no 

warranty for this free software. If the software is modifi ed by someone else and passed on, we want its recipients to 

know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not refl ect on the original 

authors’ reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that 

redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To 

prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone’s free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modifi cation follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS 
FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder 

saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The “Program”, below, refers to any 

such program or work, and a “work based on the Program” means either the Program or any derivative work under 

copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifi cations 

and/ or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term 

“modifi cation”.) Each licensee is addressed as “you”. 

Activities other than copying, distribution and modifi cation are not covered by this License;they are outside its 

scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its 

contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). 

Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in any medium, 

provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and 

disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and 

give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty 

protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the 

Program, and copy and distribute such modifi cations or work under the terms of Section 1 above, provided that you 

also meet all of these conditions:

a) You must cause the modifi ed fi les to carry prominent notices stating that you changed the fi les and the 

date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from 

the Program or any part there of, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms 

of this License.

c) If the modifi ed program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started 

running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including 

an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a 

warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to 

view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such 

an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modifi ed work as a whole. If identifi able sections of that work are not derived 

from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this 

License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you 

distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole 

must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to 

each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, 

the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based 

on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of 

this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable 

form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed 

under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any thirdparty, for a charge no more 

than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the 

corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium 

customarily used for software interchange;or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This 

alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object 

code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.) 

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an 

executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated 

interface defi nition fi les, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, 

as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either 

source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which 

the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then 

offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, 

even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. 

Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate 

your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will 

not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you 

permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do 

not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), 

you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or 

modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically 

receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and 

conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted herein. You 

are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited 

to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict 

the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute 

so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a 

consequence you may not distribute the Program at all.

For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who 

receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would 

be to refrain entirely from distribution of the Program. If any portion of this section is held invalid or unenforceable 

under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is 

intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or 

to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free 

software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous 

contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application 

of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other 

system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted 

interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical 

distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus 

excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from 

time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new 

problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifi es a version number of this License 

which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that 

version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version 

number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions 

are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software 

Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be 

guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the 

sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY
 11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE 

PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN 

WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT 

WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS 

TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE 

DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

 12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY 

COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/ OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS 

PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL 

OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING 

BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY 

YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), 

EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
 How to Apply These Terms to Your New Programs

 If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to 

achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source fi le 

to most effectively convey the exclusion of warranty; and each fi le should have at least the “copyright” line and a 

pointer to where the full notice is found.

 <One line to give the program’s name and a brief idea of what it does.>

 Copyright © 19yy <name of author>

 This program is free software; you can redistribute it and/ or modify it under the terms of the GNU General 

Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your 

option) any later version.

 This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even 

the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU 

General Public License for more details.

 You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write 

to the Free Software Foundation,Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

 Gnomovision version 69, Copyright © 19yy name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO 

WARRANTY; for details type `show w’. This is free software, and you are welcome to redistribute it under 

certain conditions; type `show c’ for details.

The hypothetical commands `show w’ and `show c’ should show the appropriate parts of the General Public 

License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w’ and `show c’; they could 

even be mouse-clicks or menu items – whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a “copyright 

disclaimer” for the program; if necessary. Here is a sample; alter the names:

 Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision’ (which makes passes 

at compilers) written by James Hacker.

 <signature of Ty Coon>,1 April 1989

 Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your 

program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the 

library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

Exhibit B
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, 
February 1999
Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not 

allowed.

[This is the fi rst released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public 

License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the 

GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software – to make 

sure the software is free for all its users.
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This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages – 

typically libraries – of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but 

we suggest you fi rst think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better 

strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are 

designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if 

you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces 

of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you 

to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the 

library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the 

rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other 

code with the library, you must provide complete object fi les to the recipients, so that they can relink them with the 

library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know 

their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, 

which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if 

the library is modifi ed by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the 

original version, so that the original author’s reputation will not be affected by problems that might be introduced by 

others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that 

a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent 

holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the 

full freedom of use specifi ed in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General PublicLicense. This license, 

the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the 

ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into 

non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is 

legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore 

permits such linking only if the entire combination fi ts its criteria of freedom. The Lesser General Public License 

permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the “Lesser” General Public License because it does Less to protect the user’s freedom than 

the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over 

competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for 

many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain 

library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the 

library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, 

there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in nonfree programs enables a greater number of people to 

use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables 

many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users’ freedom, it does ensure that the 

user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a 

modifi ed version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modifi cation follow. Pay close attention to the 

difference between a “work based on the library” and a “work that uses the library”. The former contains code 

derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND 
CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND 
MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the 

copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public 

License (also called “this License”). Each licensee is addressed as “you”.

A “library” means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with 

application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The “Library”, below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. 

A “work based on the Library” means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a 

work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifi cations and/or translated straightforwardly 

into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term “modifi cation”.)

“Source code” for a work means the preferred form of the work for making modifi cations to it. For a library, 

complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface defi nition 

fi les, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modifi cation are not covered by this License; they are outside its 

scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered 

only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). 

Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library’s complete source code as you receive it, in any 

medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice 

and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; 

and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty 

protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the 

Library, and copy and distribute such modifi cations or work under the terms of Section 1 above, provided that you 

also meet all of these conditions:

a) The modifi ed work must itself be a software library.

b) You must cause the fi les modifi ed to carry prominent notices stating that you changed the fi les and the 

date of any change.

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of 

this License.

d) If a facility in the modifi ed Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application 

program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you 

must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or 

table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

  (For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defi ned 

independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or 

table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function 

must still compute square roots.)

These requirements apply to the modifi ed work as a whole. If identifi able sections of that work are not derived 

from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this 

License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you 

distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole 

must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to 

each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, 

the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on 

the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this 

License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given 

copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the 

ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the 

ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not 

make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public 

License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or 

executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete 

corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above 

on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent 

access to copy the source code from the same place satisfi es the requirement to distribute the source code, even 

though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by 

being compiled or linked with it, is called a “work that uses the Library”. Such a work, in isolation, is not a derivative 

work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a “work that uses the Library” with the Library creates an executable that is a derivative of the 

Library (because it contains portions of the Library), rather than a “work that uses the library”. The executable is 

therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables..

When a “work that uses the Library” uses material from a header fi le that is part of the Library, the object code 

for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is 

especially signifi cant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for 

this to be true is not precisely defi ned by law.

If such an object fi le uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros 

and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object fi le is unrestricted, regardless of 

whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall 

under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the 

terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked 

directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a “work that uses the Library” with the 

Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, 

provided that the terms permit modifi cation of the work for the customer’s own use and reverse engineering for 

debugging such modifi cations. 

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and 

its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays 

copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing 

the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library 

including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 

above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable “work 

that uses the Library”, as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and 

then relink to produce a modifi ed executable containing the modifi ed Library. (It is understood that the user 

who changes the contents of defi nitions fi les in the Library will not necessarily be able to recompile the 

application to use the modifi ed defi nitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) 

uses at run time a copy of the library already present on the user’s computer system, rather than copying 

library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modifi ed version of the library, if the 

user installs one, as long as the modifi ed version is interface-compatible with the version that the work was 

made with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials 

specifi ed in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent 

access to copy the above specifi ed materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a 

copy.

For an executable, the required form of the “work that uses the Library” must include any data and utility programs 

needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need 

not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, 

kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies 

the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not 

normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library 

together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with 

other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate 

distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided 

that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any 

other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, 

and explaining where to fi nd the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under 

this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will 

automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from 

you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you 

permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you 

do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), 

you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or 

modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library”, the recipient automatically receives 

a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and 

conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted herein. You 

are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not 

limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that 

contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot 

distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then 

as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-

free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way 

you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the 

section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest 

validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution 

system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide 

range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the 

author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot 

impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted 

interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical 

distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus 

excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/ or new versions of the Lesser General Public License 

from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address 
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new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifi es a version 

number of this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and 

conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does 

not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are 

incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free 

Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision 

will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting 

the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, 

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE 

COPYRIGHT HOLDERS AND/ OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF 

ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES 

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY 

AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU 

ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY 

COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/ OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS 

PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL 

OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING 

BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY 

YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN 

IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend 

making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under 

these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each 

source fi le to most effectively convey the exclusion of warranty; and each fi le should have at least the “copyright” line 

and a pointer to where the full notice is found.

 <one line to give the library’s name and a brief idea of what it does.>

 Copyright © <year> <name of author>

 This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser 

General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at 

your option) any later version.

 This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the 

implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser 

General Public License for more details.

 You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, 

write to the Free Software Foundation,Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a “copyright 

disclaimer” for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names: Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all 

copyright interest in the library `Frob’ (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

 <signature of Ty Coon>,1 April 1990

 Ty Coon,President of Vice

That’s all there is to it!

Exhibit E
Copyright 2012 jQuery Foundation and other contributors

http://jquery.com/

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated 

documentation fi les (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the 

rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit 

persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the 

Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, 

INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR 

PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE 

LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR 

OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER 

DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Exhibit G
GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991

Copyright (C) 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not 

allowed. [This is the fi rst released version of the library GPL.  It is numbered 2 because it goes with version 2 of the 

ordinary GPL.]

Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the 

GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make 

sure the software is free for all its users.

This license, the Library General Public License, applies to some specially designated Free Software Foundation 

software, and to any other libraries whose authors decide to use it. You can use it for your libraries, too. When we 

speak of free software, we are referring to freedom, not price.  Our General Public Licenses are designed to make 

sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that 

you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free 

programs; and that you know you can do these things. To protect your rights, we need to make restrictions that 

forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.

These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library, or if you 

modify it. For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the 

recipients all the rights that we gave you.  You must make sure that they, too, receive or can get the source 

code.  If you link a program with the library, you must provide complete object fi les to the recipients so that 

they can relink them with the library, after making changes to the library and recompiling it.  And you must 

show them these terms so they know their rights. Our method of protecting your rights has two steps: 

(1) copyright the library, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute 

and/or modify the library.  Also, for each distributor’s protection, we want to make certain that everyone 

understands that there is no warranty for this free library.  If the library is modifi ed by someone else and 

passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original version, so that any 

problems introduced by others will not refl ect on the original authors’ reputations. 

Finally, any free program is threatened constantly by software patents.  We wish to avoid the danger that 

companies distributing free software will individually obtain patent licenses, thus in effect transforming the program 

into proprietary software.  To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone’s 

free use or not licensed at all. Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General 

Public License, which was designed for utility programs.  This license, the GNU Library General Public License, 

applies to certain designated libraries.  This license is quite different from the ordinary one; be sure to read it in full, 

and don’t assume that anything in it is the same as in the ordinary license.

The reason we have a separate public license for some libraries is that they blur the distinction we usually make 

between modifying or adding to a program and simply using it.  Linking a program with a library, without changing 

the library, is in some sense simply using the library, and is analogous to running a utility program or application 

program.  However, in a textual and legal sense, the linked executable is a combined work, a derivative of the 

original library, and the ordinary General Public License treats it as such.

Because of th is b lurred dist inct ion, us ing the ordinary Genera l Publ ic L icense for l ibrar ies d id 

not effect ively promote software shar ing, because most developers did not use the l ibrar ies.  We

concluded that weaker conditions might promote sharing better.

However, unrestricted linking of non-free programs would deprive the users of those programs of all benefi t from 

the free status of the libraries themselves.  This Library General Public License is intended to permit developers of 

non-free programs to use free libraries, while preserving your freedom as a user of such programs to change the free 

libraries that are incorporated in them.  (We have not seen how to achieve this as regards changes in header fi les, 

but we have achieved it as regards changes in the actual functions of the Library.)  The hope is that this will lead to 

faster development of free libraries.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modifi cation follow.  Pay close attention to the 

difference between a “work based on the library” and a “work that uses the library”.  The former contains code 

derived from the library, while the latter only works together with the library.

Note that it is possible for a library to be covered by the ordinary General Public License rather than by this special 

one.

GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS 
AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND 
MODIFICATION 

0. This License Agreement applies to any software library which contains a notice placed by the copyright holder 

or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Library General Public License (also 

called “this License”).  Each licensee is addressed as “you”.  A “library” means a collection of software functions 

and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions 

and data) to form executables.  The “Library”, below, refers to any such software library or work which has been 

distributed under these terms.  A “work based on the Library” means either the Library or any derivative work under 

copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifi cations 

and/or translated straightforwardly into another language.  (Hereinafter, translation is included without limitation in 

the term “modifi cation”.)   “Source code” for a work means the preferred form of the work for making modifi cations 

to it.  For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated 

interface defi nition fi les, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.   Activities other 

than copying, distribution and modifi cation are not covered by this License; they are outside its scope.  The act of 

running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents 

constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it).  Whether that is 

true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library’s complete source code as you receive it, in any 

medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice 

and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; 

and distribute a copy of this License along with the Library.  You may charge a fee for the physical act of transferring 

a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the 

Library, and copy and distribute such modifi cations or work under the terms of Section 1 above, provided that you 

also meet all of these conditions:

a) The modifi ed work must itself be a software library.

b) You must cause the fi les modifi ed to carry prominent notices stating that you changed the fi les and the 

date of any change.

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of 

this License.

d) If a facility in the modifi ed Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application 

program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must 

make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, 

the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful. (For example, a 

function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defi ned independent of the 

application.

Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be 

optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)  These 

requirements apply to the modifi ed work as a whole.  If identifi able sections of that work are not derived from the 

Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and 

its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works.  But when you distribute the 

same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the 

terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every 

part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, 

the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or ollective works based on the Library.  In 

addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the 

Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this 

License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a 

given copy of the Library.  To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer 

to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License.  (If a newer version than 

version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead 

if you wish.)  Do not make any other change in these notices. Once this change is made in a given copy, it 

is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies 

and derivative works made from that copy.  This option is useful when you wish to copy part of the code of

the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or 

executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete 

corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 

above on a medium customarily used for software interchange.  If distribution of object code is made by offering 

access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same 

place satisfi es the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy 

the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by 

being compiled or linked with it, is called a “work that uses the Library”.  Such a work, in isolation, is not a derivative 

work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a “work that uses the Library” with the Library creates an executable that is a derivative of the 

Library (because it contains portions of the Library), rather than a “work that uses the library”.  The executable is 

therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.  When a “work that 

uses the Library” uses material from a header fi le that is part of the Library, the object code for the work may be 

a derivative work of the Library even though the source code is not.  Whether this is true is especially signifi cant if 

the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library.  The threshold for this to be true is not 

precisely defi ned by law.

If such an object fi le uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros 

and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object fi le is unrestricted, regardless 

of whether it is legally a derivative work.  (Executables containing this object code plus portions of the Library 

will still fall under Section 6.)  Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object 

code for the work under the terms of Section 6.  Any executables containing that work also fall under Section 6,

whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also compile or link a “work that uses the Library” with the 
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Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, 

provided that the terms permit modifi cation of the work for the customer’s own use and reverse engineering for 

debugging such modifi cations.  You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used 

in it and that the Library and its use are covered by this License.  You must supply a copy of this License.  If the 

work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, 

as well as a reference directing the user to the copy of this License.  Also, you must do one of these things:  

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library 

including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 

above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable “work 

that uses the Library”, as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and 

then relink to produce a modifi ed executable containing the modifi ed Library.  (It is understood that the 

user who changes the contents of defi nitions fi les in the Library will not necessarily be able to recompile the 

application to use the modifi ed defi nitions.)

b) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials 

specifi ed in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

c) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent 

access to copy the above specifi ed materials from the same place.

d) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a 

copy. 

For an executable, the required form of the “work that uses the Library” must include any data and utility programs 

needed for reproducing the executable from it.  However, as a special exception, the source code distributed need 

not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, 

kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies 

the executable.  It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries 

that do not normally accompany the operating system.  Such a contradiction means you cannot use both them and 

the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with 

other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate 

distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided 

that you do these two things: 

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any 

other library facilities.  This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, 

and explaining where to fi nd the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under 

this License.  Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will 

automatically terminate your rights under this License.  However, parties who have received copies, or rights, from 

you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it.  However, nothing else grants you 

permission to modify or distribute the Library or its derivative works.  These actions are prohibited by law if you do 

not accept this License.  Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you 

indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying

the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives 

a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and 

conditions.  You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted herein.  You 

are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent nfringement or for any other reason (not 

limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that 

contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License.  If you cannot 

distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, 

then as a consequence you may not distribute the Library at all.  For example, if a patent license would not permit 

royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the 

only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.  If 

any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the 

section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.  It is not the 

purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity 

of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution 

system which is implemented by public license practices.  Many people have made generous contributions to 

the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; 

it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and 

a licensee cannot impose that choice.  This section is intended to make thoroughly clear what is believed to

be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted 

interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical 

distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus 

excluded.  In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Library General Public License 

from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address 

new problems or concerns.  Each version is given a distinguishing version number.  If the Library specifi es a version 

number of this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and 

conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation.  If the Library 

does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software 

Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are 

incompatible with these, write to the author to ask for permission.  For software which is copyrighted by the Free 

Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this.  Our decision 

will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting 

the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, 

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE 

COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF 

ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES 

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY 

AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU.  SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU 

ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY 

COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS 

PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL 

OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING 

BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY 

YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN 

IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.      END 

OF TERMS AND CONDITIONS

Exhibit H
Portions of this software are copyright (C) <2007> The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

Exhibit J
LICENSE ISSUES

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original 

SSLeay license apply to the toolkit.  See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style 

Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project.  All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modifi cation, are permitted provided that the 

following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following 

disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the 

following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:    

“This product includes software developed by the OpenSSL Project    for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.

openssl.org/)”

4. The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to endorse or promote products 

derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@

openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor may “OpenSSL” appear in their names 

without prior written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:  “This product includes 

software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS’’ AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED 

WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT 

OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 

CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 

SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON 

ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE 

OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).  This product includes 

software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License -----------------------

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). 

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to.  

The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not 

just the SSL code.  The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms 

except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this 

package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. 

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided 

with the package.  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modifi cation, are permitted 

provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright  notice, this list of conditions and the following 

disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the 

following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Al l advertising materials mentioning features or use of this software must display the fol lowing 

acknowledgement: “This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)”  The 

word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).

4. If you include any Windows specifi c code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you 

must include an acknowledgement:  “This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS’’ AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 

INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 

PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE 

FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, 

BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 

PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER 

IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY 

OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed.  

i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Exhibit K
Copyright (c) 2004-2011 Sergey Lyubka

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated 

documentation fi les (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the 

rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit 

persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the 

Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, 

INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR 

PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE 

LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR 

OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER 

DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Exhibit M
Copyright (C) 1998, 1999 by Lucent Technologies

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without 

fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that the copyright 

notice and this permission notice and warranty disclaimer appear in supporting documentation, and that the name 

of Lucent or any of its entities not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without 

specifi c, written prior permission.

LUCENT DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED 

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL LUCENT OR ANY OF ITS ENTITIES 

BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER 

RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE 

OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF 

THIS SOFTWARE.
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東芝デジタルテレビG9で使われるフリーソフトウェアコンポーネ
ントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文（英文）　つづき
Exhibit N

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modifi cation, are permitted provided that the 

following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, and the entire permission notice in its 

entirety, including the disclaimer of warranties.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the 

following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without 

specifi c prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT 

NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 

PURPOSE, ALL OF WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR 

ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, 

BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 

PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER 

IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY 

OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Exhibit O
Copyright (c) 1998  Red Hat Software

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated 

documentation fi les (the “”Software””), to deal in the Software without restriction, including without limitation the 

rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit 

persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the 

Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, 

INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR 

PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE X CONSORTIUM BE LIABLE FOR ANY CLAIM, 

DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING 

FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE 

SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise to 

promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X Consortium.

Exhibit P
Copyright 1987, 1988, 1989, 1998  The Open Group

Copyright 1987, 1988, 1989 Digital Equipment Corporation

Copyright 1999, 2004, 2008 Keith Packard

Copyright 2000 SuSE, Inc.

Copyright 2000 Keith Packard, member of The XFree86 Project, Inc.

Copyright 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 Red Hat, Inc.

Copyright 2004 Nicholas Miell

Copyright 2005 Lars Knoll & Zack Rusin, Trolltech

Copyright 2005 Trolltech AS

Copyright 2007 Luca Barbato

Copyright 2008 Aaron Plattner, NVIDIA Corporation

Copyright 2008 Rodrigo Kumpera

Copyright 2008 André Tupinambá

Copyright 2008 Mozilla Corporation

Copyright 2008 Frederic Plourde

Copyright 2009, Oracle and/or its affi liates. All rights reserved.

Copyright 2009, 2010 Nokia Corporation

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated 

documentation fi les (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the 

rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit 

persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice (including the next paragraph) shall be included in all 

copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, 

INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR 

PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE 

LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR 

OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER 

DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Exhibit Q
Copyright 2012 jQuery Foundation and other contributors, http://jqueryui.com/

This software consists of voluntary contributions made by many individuals (AUTHORS.txt, http://jqueryui.com/

about) For exact contribution history, see the revision history and logs, available at http://jquery-ui.googlecode.com/

svn/

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated 

documentation fi les (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the 

rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit 

persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the 

Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, 

INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR 

PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE 

LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR 

OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER 

DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Exhibit R
Copyright (c) 2010-2012 Jeremy Ashkenas, DocumentCloud

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated 

documentation fi les (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the 

rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit 

persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the 

Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, 

INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR 

PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE 

LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR 

OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER 

DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Exhibit S
Copyright (c) 2009-2012 Jeremy Ashkenas, DocumentCloud

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated 

documentation fi les (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the 

rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit 

persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the 

Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, 

INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR 

PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE 

LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR 

OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER 

DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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ご使用
中　止

〒１９８－８７１０　東京都青梅市末広町２－９ 

※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

保証書 （別添） 補修用性能部品の保有期間

部品について

●液晶テレビの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。
補修用性能部品とは、 その製品の機能を維持するために必要な部品です。●

●修理のために取りはずした部品は、 特段のお申し出がない場合は当社で
引き取らせていただきます。
修理の際、 当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。●

●

お買い上げ日
形　　　　名
品　　　　名

年　　　月　　　日
故 障 の 状 況

ご 　 住 　 所

お 　 名 　 前

できるだけ具体的に
付近の目印等もあわせてお知らせください。

電 話 番 号

■保証期間中は ■ご連絡いただきたい内容

■保証期間が過ぎているとき

■修理料金の仕組み

修理に関しては保証書をご覧ください。 保証書の規定に従って販
売店が修理させていただきます。

修理すれば使用できる場合には、 ご希望によって有料で修理させ
ていただきます。

技術料

部品代

出張料

故障した製品を正常に修復するための料金です。

修理に使用した部品代金です。

修理料金は、 技術料 ・ 部品代 ・ 出張料などで構成されています。

訪問ご希望日

お 買 い 上 げ
店　　　　名 TEL（　　　）　　　　ー製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

修理を依頼されるときは～出張修理
「困ったときは」に従って調べていただき、 なお異常があるときは本体の電源を切り、 必ず電源プラグを抜いてから、 お買い上げの販売店
にご連絡ください。

●

おぼえのため、 ご購入年月日、 ご購入店名を記入しておくと便利です。

保証とアフターサービス

修理・お取り扱いについてご不明な点は

❷ 商品選びのご相談、お買い上げ後の基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご相談

必ずお読みください

長年ご使用のテレビの点検をぜひ ！ 熱、湿気、 ホコリなどの影響や、 使用の度合いによって部品が劣化し、
故障したり、 ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

ご使用の際
このような症状は
ありませんか？

このような場合、 故障や事故防止のため、 すぐに電源プラグ
をコンセントから抜いて、 必ずお買い上げの販売店に点検 ・ 
修理をご相談ください。
ご自分での修理は危険ですので、 絶対にしないでください。

●電源を入れても映像や音が出ない。
●映像が時々、 消えることがある。
●変なにおいがしたり、 煙が出たりする。
●電源を切っても、 映像や音が消えない。
●内部に水や異物がはいった。

0120-97-9674 0570-05-5100

❶ 基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご確認

「東芝テレビご相談センター」

お買い上げの販売店にご相談ください。

クナン クローナシ

【受付時間】 365日／9:00～20:00

廃棄時にご注意願います
●家電リサイクル法では、ご使用済の液晶テレビを廃棄する場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いの上、対象
品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

【FAXからのご利用は】（通信料：有料）
03-3258-0470

【一般回線・PHSからのご利用は】（通話料：無料）

ホームページの＜お客様サポート＞に、ご確認いただきたい情報を掲載しておりますので、ご覧ください。

メモ 形名 製造番号

● IP電話などでフリーダイヤルサービスを
ご利用になれない場合は、

03-6830-1048 （通話料：有料）

【携帯電話からのご利用は】（通話料：有料）

販売店にご相談ができない場合は、上記の「東芝テレビご相談センター」にご相談ください。

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修
理やご相談への回答、カタログ発送などの情
報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する株
式会社東芝を含む東芝グループ会社や協力会
社にお客様の個人情報を提供する場合があり
ます。

形名と製造番号は、保証書および本体背面に表示されています。

www.toshiba.co.jp/regza/
※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。 その場合は、 お手数ですが、 東芝総合ホームページ （www.toshiba.co.jp/） をご参照ください。

保証書は、 必ず 「お買い上げ日 ・ 販売店名」 等の記入をお確か
めのうえ、 販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの
あと、 たいせつに保管してください。

●

●

保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき無料修理となります。
無償商品交換ではありません。
訪問修理を依頼され、テレビに原因がないと判明した場合は、保証
期間中であっても出張料などを申し受けますので、あらかじめご承
知おきください。

● 製品に付属されている取扱説明書は
　モノクロ印刷です。

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
32G9、40G9、50G9

保証期間……お買い上げの日から1年間です。
miniB-CASカードは、 保証の対象から除きます。


	表紙
	本機の特長　～こんなことができます～
	ご使用の前に
	もくじ
	付属品を確認する
	安全上のご注意
	警告
	異常や故障のとき
	設置するとき
	使用するとき
	お手入れについて

	注意
	設置するとき
	使用するとき
	お手入れについて


	使用上のお願いとご注意
	取扱いについて
	電源プラグをコンセントから抜く際のご注意
	録画・録音について
	本機を廃棄、または他の人に譲渡するとき
	免責事項について

	各部のなまえ
	前面
	背面
	本体操作ボタンと入出力端子
	リモコン


	テレビを見る
	準備をする
	スタンドを取り付ける　（32G9）
	スタンドを取り付ける　（40G9、50G9）
	miniB-CAS（ミニビーキャス）カードを挿入する
	同梱のminiB-CASカードについて
	挿入のしかた
	取り出しかた

	テレビを設置する
	正しい置きかた
	転倒・落下防止のしかた（32G9）
	その他の転倒・落下防止方法

	転倒・落下防止のしかた（40G9、50G9）
	その他の転倒・落下防止方法


	デジタル放送の種類と特徴
	アンテナを接続する
	お願いとご注意
	地上放送と衛星放送が個別のアンテナの場合
	地上放送と衛星放送が混合のアンテナの場合（マンションの共聴アンテナなど）
	録画機器を経由する場合

	リモコンの準備をする
	乾電池を入れる
	リモコンコードについて
	リモコンの使用範囲について

	電源を入れる
	電源コードを接続する（40G9、50G9）
	電源を入れる
	電源を「待機」にする／切る
	お願い…電源プラグの取扱いについて
	メニュー操作手順の表記について

	「 はじめての設定」をする
	「はじめての設定」について
	「 はじめての設定」の流れ
	① 地上デジタルチャンネル～③ 映像メニューの設定をする
	④ ネットワークサービス利用設定
	「 はじめての設定」をやり直すとき
	地デジ難視対策衛星放送を受信するとき


	テレビを楽しむ
	テレビ番組を楽しむ
	リモコンで番組を選ぶ
	音量を調節する／ 音を一時的に消す／ 字幕を表示させる
	本体の「機能切換」ボタンについて
	操作ガイドについて
	サブメニューについて

	番組情報や番組説明を見る
	番組情報を見る
	番組説明を見る

	番組表で番組を探す
	番組表を使う
	番組を見ながら他の番組を探す（ミニ番組表）
	番組表を便利に使う

	条件を絞りこんで番組を探す
	データ放送やラジオ放送を楽しむ
	連動データ放送を楽しむ
	独立データ放送や ラジオ放送を楽しむ

	外部入力の画面に切り換える
	文字を入力する
	便利な機能を使う
	画面サイズについて
	画面サイズを切り換える
	降雨対応放送について
	他の映像・音声・データを切り換える
	音声多重番組で聴きたい音声を選ぶ
	音声を切り換える
	映像、音声、データを切り換える

	映像を静止させる
	節電モードを切り換える
	声を聞き取りやすくする
	ヘッドホーンで聴く
	ヘッドホーンの音量調節のしかた

	外部スピーカーで聴く
	アートクロック（アートアラーム）を使う
	アートクロックを表示する
	アートアラームを使う
	アートアラームの動作について
	アートアラームを一時的に解除する
	オフタイマーを使う
	アートクロックを表示しているときに設定する
	アートクロックを表示していないときに設定する

	アートクロックを表示しない設定にする




	録画機器やネットワーク機器の準備をする
	録画機器の準備をする
	録画・予約機能について
	録画できる機器と番組
	接続・設定と録画前の準備

	録画用USBハードディスクの接続をする
	USBハードディスクを接続する
	USBハードディスクが1台のとき
	USBハードディスクが複数のとき


	USBハードディスクの設定をする
	USBハードディスクを本機に登録する
	USBハードディスクの設定をする
	機器の登録
	省エネ設定
	機器の取りはずし
	動作テスト
	機器の初期化

	録画に使用する機器を設定する


	録画機器やネットワーク機器の準備をする
	スマートフォンなどで本機を操作できるようにする
	本機と端末機器をネットワークに接続する
	レグザAppsコネクトの設定
	本機の情報




	録画・予約をする
	番組を録画する
	番組表で予約する
	メッセージが表示されたとき
	マルチ表示の番組表で予約するとき

	連続ドラマを予約する
	日時を指定して予約をする／ 番組を検索して録画・予約をする
	日時を指定して予約をする
	番組を検索して録画・予約をする

	録画予約や連ドラ予約の設定を変更するとき
	予約の確認・変更・取消しをする
	予約・録画の優先順位と予約の動作について
	予約・録画の優先順位について
	予約の動作について

	おまかせ録画
	おまかせ録画に必要な準備
	おまかせ録画についておまかせ録画の設定につ


	再生・編集・ムーブをする
	再生する
	録画した番組を再生する
	再生の基本操作とさまざまな再生のしかた
	録画番組の 再生中にできるリモコン操作
	録画番組の情報や番組説明を見る
	録画番組を修復する
	シーン検索機能について
	シーン検索機能の利用に必要な準備

	タグリストについて
	タグリストの利用に必要な準備


	見たい録画番組を探して再生する
	不要な 録画番組を消す／誤って消さないように保護する
	一つの録画番組を消す
	複数の録画番組を消す
	グループ内の録画番組をすべて消す
	自動的に消す（自動削除設定）
	誤って消さないように保護する

	録画リストのさまざまな機能を使う
	繰返し再生の設定を変える
	番組を並べ替える
	ほかの機器を選択する
	連ドラ予約をする
	機器の情報を確認する
	ハードディスクの残量を確認する


	編集・ムーブする
	グループ名を変更する
	ほかのグループに移動する
	録画番組を ムーブ（移動）する


	接続機器の映像・音声を楽しむ
	外部機器を接続する
	外部機器を接続する
	映像機器接続例
	アナログ音声入力端子付のオーディオ機器で聴くとき
	光 デジタル音声端子付のオーディオ機器で聴くとき
	レグザリンク対応のオーディオ機器で聴くとき

	外部入力の機能を設定する
	入力切換時に画面に表示される機器名を設定する
	HDMI入力の画質が自動設定されるようにする
	HDMI入力のRGBレンジを設定する
	ビデオ入力の音声入力を設定する

	MHL対応機器を操作する
	MHL連動機器の設定をする
	MHL連動機器を操作する


	接続機器の映像・音声を楽しむ （レグザリンク）
	レグザリンクについて
	レグザリンク機能でできること
	準備をする

	HDMI連動機能について

	本機のリモコンでHDMI連動機器を操作するための設定をする
	本機のリモコンで対応機器を操作する
	機器を操作する
	東芝レコーダー
	HDMI-CEC対応の機器
	HDMI連動機器に接続された機器

	本機のリモコンでできるおもな操作

	オーディオ機器で聴く
	オーディオ機器のスピーカーで聴く
	オーディオ機器の音声を設定する



	インターネットを楽しむ
	インターネットに接続する
	インターネットを利用するための接続をする
	本機をインターネットに接続したときにできること
	接続のしかた

	インターネットを利用するための設定をする
	IPアドレス設定
	DNS設定
	プロキシ設定
	MACアドレス
	接続テスト
	ネットワーク情報
	ネットワークサービスを利用するための設定をする

	お知らせ・用語

	クラウドサービス・ネットワークサービスを楽しむ
	クラウドサービスと ネットワークサービスについて
	クラウドサービスやネットワークサービスに必要な準備
	クラウドサービスの基本操作


	ネットサービスを楽しむ
	「 インターネット」で情報を見る
	基本操作
	便利機能を使う
	アドレスを入力してページを見る
	情報を検索する
	「 お気に入り」に登録する
	「お気に入り」からページを見る
	登録した「 お気に入り」を削除する
	閲覧履歴から選んでページを見る
	閲覧履歴を削除する
	ポインターを切り換える
	ブラウザの設定をする


	その他のネットサービス


	映像・音声を調整する
	映像を調整する
	お好みの映像メニューを選ぶ
	お好みの映像に調整する
	明るさ調整
	バックライト
	ユニカラー
	黒レベル
	色の濃さ
	色あい
	シャープネス
	詳細調整
	レゾリューションプラス設定
	ノイズリダクション設定
	ヒストグラムバックライト制御
	ファインシネマ
	色温度
	ダイナミックガンマ
	ガンマ調整

	お好み調整の初期化／映像調整の初期化
	その他の映像設定
	コンテンツモード
	明るさ検出
	室内環境設定
	高画質化パラメーター



	音声を調整する
	お好みの音声に調整する
	高音
	低音
	バランス
	ヘッドホーン／音声出力設定
	出力モード設定
	ヘッドホーン用出力モード
	外部スピーカー用出力モード

	光デジタル音声出力
	デジタル音声出力タイミング
	スピーカー設置設定
	音声調整の初期化



	調整・設定をする
	調整・設定をする
	アンテナを調整する
	電波の強さ（信号強度）を確認する
	地上デジタル用アンテナの場合
	BS・110度CS用アンテナの場合

	アンテナを調整する
	地上デジタルアッテネーター設定を変更する
	BS・110度CS用アンテナの電源供給の設定を変更する

	チャンネルを追加したり設定を変更したりするとき
	地上デジタルチャンネルを自動で設定する
	初期スキャンをするとき
	再スキャンをするとき
	自動スキャンの設定を変えるとき

	チャンネルをお好みに手動で設定する
	視聴しないチャンネルをスキップする
	チャンネル設定を最初の状態に戻すには

	データ放送の設定をする
	郵便番号と地域を設定する
	災害発生時に文字情報を表示させる
	ルート証明書の番号を確認する

	データ放送用メモリーの割当画面が表示されたら
	視聴できる番組を制限する
	制限するために暗証番号を設定する
	暗証番号を削除するとき

	番組の視聴を制限する
	インターネットの利用を制限する
	レグザ版あんしんねっと設定（プロキシ制限機能）
	ブラウザ制限設定（パスワードロック機能）


	リモコンの設定を変更する
	２台のREGZAをそれぞれのリモコンで操作する
	テレビ本体のボタンで設定するとき

	使わない放送選択ボタンの操作を無効にする

	お買い上げ時の設定に戻すには （設定内容を初期化するには）
	設定メニュー 一覧


	困ったときは
	こんな場合は故障ではありません
	症状で調べる
	症状に合わせて解決法を調べる
	テレビが操作できなくなったとき－テレビをリセットする
	操作
	電源がはいらない
	リモコンで操作ができない

	映像
	放送の 映像が出ない、またはきれいに映らない
	接続した機器の映像が出ない
	画面が暗い、または暗くなるときがある
	色がおかしい

	音声
	音声が出ない

	地上デジタル放送
	地上デジタル放送が映らない、または映像が乱れる
	引越しをしたら、地上デジタル放送が映らなくなった

	BS・110度CSデジタル放送
	BS・110度CSデジタル放送が映らない、または映像が乱れる

	番組表
	番組表に内容が表示されない
	番組表の文字が小さい
	放送局のすべてのチャンネルが表示されない

	お知らせアイコンが消えない
	録画・再生
	USBハードディスクが使用できない（認識されない）
	録画ができない、または録画されなかった
	録画した番組が消えた
	ほかのレグザで再生できない

	レグザリンク機能（HDMI連動）
	機器を接続しても連動動作ができない
	オーディオ機器に接続されているスピーカーから音が出ない

	クラウドサービスやネットワークサービスが利用できない
	PPPoE設定ができない
	IPアドレスが取得できない
	IPアドレスが取得できているのに接続できない



	エラーメッセージ
	エラーメッセージが表示されたとき
	全般
	USBハードディスクに関するエラー表示
	東芝レコーダーに録画・予約をするときのエラー表示
	LAN端子を使った通信に関するエラー表示
	インターネットに関するエラー表示



	その他
	ソフトウェアを更新する
	ソフトウェアの更新機能について
	放送電波で送信されるソフトウェアをダウンロードする
	自動ダウンロードの設定をする

	東芝サーバーからダウンロードする
	ソフトウェアのバージョンを確認するには

	お知らせを見る
	miniB-CASカードの情報を確認する
	お手入れについて
	お手入れの際のご注意
	キャビネットと画面のお手入れ

	Basic Operations
	仕様
	対応フォーマット
	本機で対応しているHDMI入力信号フォーマット

	ライセンスおよび 商標などについて
	アイコン一覧
	番組についてのアイコン
	お知らせ、予約、その他についてのアイコン


	資料
	東芝デジタルテレビG9で使われるソフトウェアのライセンス情報
	東芝デジタルテレビG9で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文（英文）

	さくいん
	保証とアフターサービス



