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本機は 2018 年 12 月より放送が開始された新 4K 衛星放送対応の受信機です。お使いのテレビモニターに
つないで 4K 放送の美しい映像をお楽しみいただけます。
さらに、
本機は Android TV を搭載しているため、
アプリをインストールすることで様々なコンテンツやゲームが
楽しめます。
一部の VOD サービスでは、4K コンテンツの配信もあり、映画やドラマを大迫力でご視聴いた
だけます。
※※ 4K 放送を 4K の解像度で視聴するには、お使いの 4K 対応テレビの HDMI 端子が、
「HDMI 2.0」で「HDCP 2.2」
に対応している必要があります。
※※ 一部のチャンネルは専用アンテナやチューナーが必要です。

このたびは、本製品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。
██ 製品を正しく、安全にお使いいただくために、ご使用の前に本書をよくお読みください。
██ お読みになったあとは、はじめるガイドと保証書とともにいつでも見られるところに大切に保管してください。
██ 本書で使用している画像は製品開発中の画面であり、実際とは異なる場合があります。
██ 本書の内容の一部、およびすべてを無断で転載することは禁じられています。
██ 本 製品は日本国内での使 用を前提に設計されています。故障や感電などの事故を引き起こす恐れがありますので海外では
使用しないでください。
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安全のために必ずお守りください
この製品を正しく安全にお使いいただくために、次の事項に注意してください。
██絵表示について

••この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への
危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。表示と意味は
次のようになっています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。
••誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。
誤った取り扱いをしたときに、
死亡や重傷などの重大な結果に
結び付く可能性があるもの

誤った取り扱いをしたときに、
傷害または家屋 ･ 家財などの損害
に結び付く可能性があるもの

••絵表示の例
● 記号は必ずおこなっていただきたい行為を示しています。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと）が描かれています。
記号は禁止の行為であることを示しています。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
記号は注意（危険、警告を含む）を促す内容があることを示しています。
図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。

••絵表示の意味
必ず指示に従い、おこなってください。

絶対に濡れた手で触れないでください。

絶対に分解／修理はしないでください。

破裂に注意してください。

絶対に濡らさないでください。

絶対におこなわないでください。

高温に注意してください。

絶対に水場では使用しないでください。

必ず電源プラグをコンセントから抜いて
ください。

注意してください。

絶対に触れないでください。

※※この取扱説明書のイラストや画面はイメージであり、実際とは異なる場合があります。
家庭用品品質表示法に基づく表示
使用上のご注意
••内部の温度が上昇しますので、設置の際は通気のために製品の周囲に間隔をおいてください。
••温度の高い場所や湿気の多い場所で使用しないでください。
••感電の危険があるため、裏ぶたを開けないでください。
••ちり、ほこりをとるため内部を掃除するときは、お買い上げの販売店、電気店などにご相談ください。
表示者 大阪府大東市中垣内 7 丁目 7 番 1 号 船井電機株式会社
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禁止

本機をぐらついた台の上や傾いた
ところなど、不安定な場所に置かない
禁止
••落ちたり、倒れたりして、けがの原因となるため
注意してください。

水漏れ禁止

本機の上に水などの入った容器や
金属物を置かない ( 花びん、
植木鉢、
化粧品、
薬品など )
コップ、

••こぼれて本機の内部に入った場合は、火災・感電
の原因となります。
本機を水でぬらさない
水漏れ禁止

水場での
使用禁止

水滴のかかる場所に
置かない

•• 海岸・水場や雨天・降雪時の窓辺での使用や設置に
注意してください。
•• 風呂場では使用しないでください。
•• 内部に水が入ると、火災・感電・故障につながります。
本機を改造または分解しない
改造・分解禁止

•• キャビネットを分解したり、カバーや裏ぶたをはずし
たりしないでください。感電の原因となります。
•• 内部の点検・調整・修理は、お買い上げの販売店に
ご相談ください。

注意

アンテナは送配電線から
離れた場所に設置する

•• 倒れた場合は、感電事故の原因となります。
本機にダストスプレー
（エアダスター）
を使用しない
禁止
•• 製品内部にガスが溜まった場合は、引火し爆発する
恐れがあります。
火の中に投入したり、

熱器具に近づけたりして加熱しない
禁止

本機の上に火のついたろうそくの
ような裸火を置かない

•• 火災や故障および感電やけがの原因になる恐れが
あります。
他者の安全を守るため、以下のような
ときや場所で使用しない
禁止

-	心 臓ペースメーカーや補聴器、その他
の医療用電子機器を使用されている方
がいる場合
- 無線機器の使用が禁止されている場所
-	火 災報知器や自動ドアなど自動制御
機器の近く
-	高 精 度 の 制 御 や 微 弱 な 信 号を扱う
機器の近く

•• 本製品の電波の影響を受け、誤作動による事故の
原因になる恐れがあります。

本機の通風孔などから内部に
金属類や燃えやすいものなどを
挿し込まない

はじめに

██ ご使用になるとき

••火災・感電の原因となります。
特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

██ 電池の取り扱い

禁止

乾電池を使用する場合は、
被覆が
やぶれたり、
はがれたりしていない
ものを使用する

••乾電池そのものがショートし、やけどする危険が
あります。

注意

電池は乳幼児の手の届くところに
置かない

•• 万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師に
ご相談ください。

██ AC アダプターのコード部や電源プラグの
取り扱い
電源プラグはすぐに抜けるように容易に手が届く
位置のコンセントを使用してください。
通電を遮断するには、電源プラグを抜いてください。
本機を指定（表示）
された電源電圧
（交流 100V）
以外で使用しない
交流 100V
••指定（表示）以外で使用すると、火災・感電・故障
の原因となります。
••接続する前に指定の電源電圧に適合しているか
もう一度確かめてください。
電源プラグのほこりなどはとる
ほこりをとる
••絶縁不良となり、火災・感電の原因となります。
••ほこりをとる際は、かわいた布でふいてください。
雷が鳴りだしたらアンテナ線や
電源プラグに触れない
接触禁止
••落雷すると感電することがあります。
濡れた手で電源プラグを抜き挿し
したり、
水や液体をかけたりしない
禁止
••水は電気を通すため、感電の恐れがあります。
••必ずかわいた手で持ってください。
AC アダプターのコード部を正しく
使用する
禁止

-	束ねない
-	延 長・タコ足配線しない
-	固定しない

••束ねての使用やステップルなどで固定すると内部
の電線が切れ発熱し焼損・発火の原因となります。
•• タコ足配線すると発熱し、火災・故障の原因となり
ます。
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安全のために必ずお守りください（つづき）
AC アダプターのコード部や電源プラグの取り扱い
（つづき）
AC アダプターを傷つけない
禁止

-	破損させない
-	加熱しない
-	引っぱらない
-	加工しない
-	切断しない
-	ねじらない
-	曲げない
-	重いものをのせない

••そのまま使用すると火災・感電の原因となります｡

禁止

電源プラグは確実に挿し込み、
抜き挿しが弱くなったものは使用
しない

••不完全な挿し込みは接触不良となり
発熱・火災・感電の原因となります。

██ 異常が発生したとき

（電源プラグを抜くときは、AC アダプターが
高温になってい る可 能 性 が ありますので、
やけどをしないように注意してください。）

使用禁止

本機や AC アダプターが異常なとき
異常に熱い、
変な
（煙が出ている、
においがする）
は使うのをやめ
電源プラグをコンセントから抜く

プラグを抜く
••そのまま使うと火災・感電の原因となります。
お客様による修理は危険ですからお買い上げの
販売店にご相談ください。

使用禁止

本機を落としたり、
キャビネットを
破損したりした場合は、
電源プラグ
をコンセントから抜く

••時々点検をしてください。

禁止

電源プラグやコードは温度や湿度の
高いところ（こたつの中やサウナなど）
で使用しない

••感電・火災の原因となります。

注意

電源プラグやコードは乳幼児が
触れたり、
手が届いたりするところに
放置しない

プラグを抜く
••そのまま使うと火災・感電の原因となります。
お買い上げの販売店にご相談ください。

注意

画面が映らない、
音声が出ない
などの故障状態のときは
電源プラグをコンセントから抜く

••感電の原因となります。

注意

AC アダプターのコード部を動かすと
電源が入ったり、切れたりするときや、
コードが 部分 的に熱いときは使 用
しない

••コード内部の電線が切れているため、使用すると
感電・火災の原因となります。

使用禁止

本機内部に水や異物が入ったときは
使うのをやめ、電源プラグを
コンセントから抜く

プラグを抜く
••そのまま使うと火災・感電の原因となります｡
お買い上げの販売店にご相談ください。
••特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
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プラグを抜く
••そのまま使うと火災・感電の原因となります。
お買い上げの販売店にご相談ください。

注意

電源プラグやコードが傷んでいる
場合（刃の曲がり、
プラグカバーの
傷み、
心線の露出、
断線など）
は
電源プラグをコンセントから抜く

プラグを抜く
••そのまま使うと火災・感電の原因となります。
お買い上げの販売店にご相談ください。

海水や塩害に注意

注意

••アンテナ工事には技術と経験が必要ですので、
お買い上げの販売店にご相談ください。
安定した場所に設置する

塩害注意
••海辺にお住まいの方は窓からの海水や塩害に注意
してください。
本機を車の中で使用しない
自動車内に放置しない

正しく設置する

••車載で使用した場合は、車特有のノイズをひろい、
音声や画像が乱れます。
••窓を閉めきった自動車内では、夏場は高温になり、
キャビネットが変形し、発火・発煙事故の恐れが
あります。また冬場や雨期には結露が発生し、
本機の故障の原因となります。
•• お車に付いている AC コンセントや市販品の車載用
インバータなどを使って本機を使用しないでくだ
さい。
本機を次のような場所に置かない

-	湿 気やほこりの多い場所
-	油煙や湯気が当たる場所
-	熱 器具の近く
-	直 射日光の当たる場所
-	押し入れや本棚など風通しの悪い場所
-	閉めきった自動車内など高温になるところ
- 周囲温度が 40℃を超える場所
- 温度変化が起きやすい場所
-	可燃性、
爆発性、
引火性のガスがある場所
-	粉じんが発生する場所
-	傾 斜しているなどで不安定な場所
-	船舶や自動車などの乗り物の中

••発熱による変形や火災・感電・故障の原因となり
ます｡
本機の上に乗らない

禁止

••特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
本機を持ち運ぶとき振動や
衝撃をあたえない
禁止
••故障の原因となることがあります。
本機／ AC アダプターの周囲を
ふさがない
禁止

-	本 機の通風孔はふさがない
-	風 通しの悪い狭い場所に置かない
-	本 機の上に何も置かない
-	じゅうたんや布団の上に置かない
-	新聞紙、
テーブルクロス、
カーテンなどで覆わ
ない
-	壁やテレビ台などの周辺物との間は、15cm
以上の間隔をおく

••内部に熱がこもり火災の原因となります。

AC アダプターなど、本製品の付属品
を別の用途に使用しない。
また、別の
製品の付属品を本製品に使用しない。

•• 火災や故障および感電の原因になる恐れがあります。
屋外アンテナの設置や工事は
専門業者に依頼する
正しく設置する
••けがや感電の原因になる恐れがあります。

██ AC アダプターのコード部や電源プラグの
取り扱い
お手入れの際、電源プラグをコンセント
から抜く
プラグを抜く
••安全のため必ず電源プラグをコンセントから
抜いてください。
次のような場合は、
電源プラグを
コンセントから抜いておく

プラグを抜く

-	長 期間使わないとき
-	旅 行をするとき

••安全のため必ず電源プラグをコンセントから
抜いてください。

禁止
••バランスがくずれて倒れたり、落下したりして
けがの原因となることがあります。

お子様やペットの届かない場所に
設置する

••本機は安定した場所に設置してください。
転倒し、けがの原因となることがあります。

使用禁止
••本機は車載用ではありません。

設置禁止

はじめに

██ 設置・移動するとき

アンテナ工事は専門業者に
お願いする

プラグを抜く

本機を移動させる場合は、
電源プラグ
をコンセントから抜き、
アンテナ線や
外部の接続線もはずす

•• そのまま移動するとコードに傷がつき火災・感電の
原因となります。
AC アダプターのコード部を
引っ張らない
禁止
•• 電源プラグを抜くとき、AC アダプターのコード部を
引っ張るとコードが傷つき火災・感電の原因となり
ます。
•• 必ず電源プラグを持って抜いてください。
AC アダプターのコード部を
引き回さない
禁止
•• 戸を介して別の部屋へ引き回さないでください。
コード内部の電線が切れて焼損や火災の原因と
なります。
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安全のために必ずお守りください（つづき）
電源プラグに洗剤や殺虫剤を
かけない
禁止

██ ご使用になるとき

••発煙・発火の原因となります。

高温注意

AC アダプターのコード部を熱器具
に近付けない

••コードの被覆が溶けて火災・感電の原因となる
ことがあります。

年に 1 度を目安に本機内部の
掃除を依頼する
掃除
••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。
••内部の掃除やその費用については、お買い上げの
販売店にご相談ください。

██ 電池の取り扱い
乾電池は正しく挿入する
正しく入れる
••プラス（+）とマイナス（―）の向きを正しく入れる
••誤って挿入すると破裂・液漏れによりけがや周囲
を汚損する原因となることがあります。
指定されていない電池を使用しない
使用禁止
••破裂、液漏れにより、火災・けがの原因となる
ことがあります。
新しい電池と古い電池を混ぜて
使用しない
使用禁止
••破裂、液漏れにより、火災・けがの原因となる
ことがあります。
乾電池の取り扱いに注意
破裂注意

-	ショートさせない
- 分解・加熱をしない
-	火の中に投入しない
-	日光や火などの過度の熱にさらさない

••破裂する危険があります。
液もれ、
変色、
変形、
破損など、
乾電池
に異常のあるときは使用を中止する
使用禁止
••そのまま使い続けると、破裂や故障および感電の
原因になる恐れがあります。
乾電池の廃棄方法に注意
注意

••電 池を廃 棄する際は、お住まいの地 方自治 体 の
廃棄処分方法に従ってください。
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はじめに

各部のはたらき
①
②
③
④
⑤

③ ステータスLED

① 電源ボタン

青
赤

② 電源LED

青 色：主電源「入」
、動作状態
赤 色：スタンバイ状態
赤 点 滅：初期化可能状態

色：リモコンペアリングモード
色：ソフトウェアアップデート中

④ チャンネル（ K ／ L ）ボタン
⑤ 放送切換ボタン

地上→BS→CS→BS/CS 4Kの順に切り換えます。

本機背面

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑥ アンテナ入力端子

⑧ HDMI出力端子

⑦ 初期化ボタン

⑨ USB端子

本機をお買い上げ時の状態に戻します。※
本機が正しく動作しないときに実施します。
つまようじなどで5秒間長押しすると、
電源LEDが
赤点滅し、
初回設定画面が表示されます。
はじめるガイドを参照しながら設定を進めてください。

※Googleアカウント、
インストールしたアプリやシステム情報は
消去されます。ACASの契約情報は消去されません。

⑪

放送番組録画用です。
ソフトウェアのアップデートが必要です。

⑩ LAN端子
⑪ 電源入力端子

< お知らせ >
•• 本
 機に無線 LAN は内蔵されておりません。
ネットワークをご使用いただくには、LAN 端子と
ルーター機器を LAN ケーブルで接続のうえ、
ネットワーク設定をおこなってください。
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本機を接続する
①アンテナ端子とつなぐ
壁面のアンテナ端子
アンテナ端子が
１つのときは

アンテナ端子が
別々のときは

分波器

地上デジタル
4K対応BS・110度CS 混合

4K対応
分配器

A

U・V

B

市販品

②レコーダーとつなぐ

A

B
D
アンテナケーブル

市販品

4K対応
BS・11０度CS

4K対応分波器

アンテナケーブル

分配器

地上デジタル

BS・CS

4K対応分配器

BS・CS

C

A

U・V

D

C

B

※ レコーダーをお持ちでない
場合は、本接続は必要
レコーダー
ありません。A、Bから
直接テレビに接続して
ください。

C

D

アンテナケーブル

市販品
芯を曲げな
いように注意

録画用 USB-HDD の
接続・登録については、
P.13 をご覧ください。

③テレビとつなぐ

本機背面

アンテナケーブル

市販品
BS･110 度
CS アンテナ入力
地上デジタル
アンテナ入力
(UHF)

付属品
4K対応HDMIケーブル

HDMI
映像･音声入力

市販品

LANケーブル

市販品

コンセント

テレビまたはモニター

④お使いのルーターと
LANケーブルをつなぐ

※ ルーターに接続しなくてもテレビを視聴できますが、
Android TVのさまざまなコンテンツをお楽しみいた
だくため、インターネットへの接続をおすすめします。

⑤電源をつなぐ
ACアダプターは、
すべての
ケーブルを接続してから、
最後に挿してください。

＜ご注意＞
・本機と接続するBS・110度CSアンテナ端子は、4K衛星放送信号を含むアンテナ端子である必要があります。
また、本機のBS・110度CSアンテナ入力端子に接続する市販品の分配器、分波器、アンテナケーブルは、
4K衛星放送対応の機器をご使用ください。くわしくはお近くの電気店または、販売店などにご相談ください。

ＡＣアダプター

・マンションなどの共同アンテナで、地上デジタル放送とBS･110度CSデジタル放送の信号が混合で出力
される壁からのアンテナ端子が1つの場合は、分波器を使って地上デジタル放送の信号とBS･110度CS デジタル
放送の信号を分けてください。
・4K衛星放送に非対応のレコーダーは、4K衛星放送信号の受信や出力はできません。
・アンテナケーブルの接続に工具は使用しないでください。アンテナ端子を破損する場合があります。
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ルーター

1

11
12

5 音声切換ボタン
		音声を切り換えます。

13
14

6 決定ボタン
		選択した項目を決定します。

2

15
16

3

17

4
5

18
19

6

20
7
8

21

9

22
23

はじめに

リモコンの使いかた
7 ホームボタン
		Android TV のホーム画面を表示します。
8
		

戻るボタン
一つ前の画面に戻ります。

9 チャンネルボタン
		チャンネルを順送りまたは逆送りで
選局します。
10 数字ボタン
		チャンネル番号を入力します。
11 LED
リモコンがペア
		ボタンを押すと点灯します。
リングモードのとき、
点滅を繰り返します。
12 ｄボタン
		データ放送に切り換えます。
13 放送切換ボタン
		地上→ BS → CS → BS/CS4K の順に
切り換えます。
14 マイク
		Android TV の音声入力などで使用します。
15 カラーボタン
		
番 組表や、
データ放送で割り当てられて
いる操作を実行します。

10

16 BS/CS 4K ボタン
		BS 4K 放送または CS 4K 放送を選択
します。
17 番組表ボタン
		番組表を表示します。
18 字幕ボタン
		字幕を表示します。
19 設定ボタン
		Android TV の設定を表示します。
20 方向ボタン
		画面上で項目を選びます。

1
		

電源ボタン
本機の電源を入／切します。

2
		

地上デジタル放送ボタン
地上デジタル放送を選択します。

3 BS/110 度 CS デジタル放送ボタン
		BS デジタル放送または 110 度 CS
デジタル放送を選択します。
4
		

Google アシスタントボタン
音声検索時に使用します。

21 メニューボタン
		
本機のメニューを表示します。
22 音量ボタン
		本機の音量を調整します。
テレビ側の音量
はテレビ に付 属 のリモコン で 調 整して
ください。
23 消音ボタン
テレビ側の消音は
		本機の音声を消します。
テレビに付属のリモコンで操作してくだ
さい。
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リモコンの使いかた（つづき）
リモコンの準備
単 4 形乾電池を 2 本用意してください。

リモコンの［決定］ボタンと
同時に 5 秒以上長押し

を

リモコンの LED が点滅します。指を離して、
ペアリングが完了するまでしばらくお待ちくだ
さい。

① 裏ぶたを硬貨などで
はずす

解除する
②	⊕⊖をよく確かめて⊖側から乾電池を
スライドさせ、
⊕
1 本目から正しく
⊖
入れる

➡

	

⊕

⊖

⊕

⊖

③ 裏ぶたをつける

を押す
Android TV の設定画面が表示されます。

▼

[PIX-RM047] を選ぶ

▼
［ペアを解除］を選ぶ
画面の指示に従って操作します。

電池残量を確認する
ペアリングの設定と解除
設定する
本機の［チャンネル▲］と［放送切換］
を同時に５秒以上長押し

を押す
Android TV の設定画面が表示されます。

▼

[PIX-RM047] を選ぶ

リモコン登録画面が表示されます。画面の指示
に従って登録してください。

電池残量が表示されます。
本機前面

▼
12

はじめに

「アルカリ乾電池ご使用時の注意」
アルカリ乾電池は、外枠がプラス極になっているために、リモコンのマイナス極バネが乾電池のマイナス極と
被覆（外枠の被覆がはがれている場合）
に同時に接触した場合は、乾電池そのものがショート（短絡）状態になり、
ショートした部分が発熱し、やけどする危険があります。
アルカリ乾電池をご使用になる場合は、被覆がやぶれたり、
はがれたりしていないものをご使用ください。
██ 乾電池ご使 用の場合は、新しい乾電池と古い乾電池や異なる種類の乾電池（アルカリ乾電池とマンガン
乾電池など）を混ぜずに、同一メーカー・同一型番のものを同時にご使用ください。違う乾電池を混ぜると、
それぞれの乾電池の性能が違うため、発熱、破裂、発火の原因となりますのでご注意ください。
██ 乾電池が完全に入らない状態で使うと乾電池が発熱し、やけどや故障の原因となることがあります。
██ 乾電池はマンガン乾電池、またはアルカリ乾電池の単 4 形乾電池（1.5V 2 本）をお使いください。
██ 長期間使用しないときは、リモコンから乾電池を取り出してください。
██ 以下の場合は乾電池が消耗しています。すべての乾電池を新しいものに交換してください。
（付属の乾電池は動作確認用です。）
•• リモコンの使用距離が短くなってきたときや、一部のボタンを押しても動作しなくなってきたとき。

録画用 USB-HDD を接続・登録する
本機で番組を録画するには、事前に本機と録画用 USB-HDD を接続し、本機に登録しておく必要が
あります。
① 本機と録画用 USB-HDD を接続する
•• 本機と USB-HDD を接続するときは、本機と USB-HDD の電源を必ず「切」にしてください。

USB ケーブル（市販品）

USB-HDD（市販品）
電源コード

本機背面

USB端子に接続してください。
██ 本機に接続して番組の録画／再生が可能な USB-HDD の最新情報や詳細について、くわしくは
当社のホームページ（funai.jp/cs/）をご覧ください。
②
③

を押して [ 録画用 HDD 登録 ] を選ぶ
で [ 登録 ] を選ぶ
登録完了後、確認画面が表示されるので

を押してください。

< お知らせ >
•• 他のレコーダーやテレビ、パソコンなどで使用していた USB-HDD を本機に接続して登録や初期化すると、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。
消去しても問題ないデータであることを確認してから本機で初期化
してください。
•• 本機は USB ハブや複数台の USB-HDD 同時接続には対応していません。
•• 本機はバスパワー型 USB-HDD には対応しておりません。
•• 他の機器で録画した番組などの再生には対応していません。
•• USB-HDD に付属の取扱説明書もご覧ください。
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番組を見る
本機の基本的な操作方法をご案内します。

テレビの入力を切り換える
テレビのリモコンの「入力切換」ボタンを繰り返し押して、テレビ画面に本機が接続されている
HDMI 入力を表示させます。
※テレビに表示される本機の名称は「POE-SMB400-FN」
です。

、

、

を押す

選択した放送が表示されます。

※※ 画面が真っ黒で表示されないときは、 P.33

▼

を参照してください。

を押す
メニュー画面が表示されます。

❶

テンペストはもういない＃１２ 字

❷
ニュース 15

スター対談

さけんでますね、アカペ
ラさん

ワタボウシの唄がきこえ
る

❸

14

メニュー画面の説明
❶操作パネル
視聴中の番組を操作します。
番組が対応している設定を変更できます。
：視 聴中の番組を録画します。
メニュー画面を表示中に、
リモコンの［赤］ボタンを押しても録画できます。
録画停止

となり、録画を停止します。

視聴する

※※ 録画中の番組を再生中は

メニュー画面を表示中に、リモコンの [ 青 ] ボタンを押しても録画を停止できます。

：視 聴設定を変更します。
メニュー画面を表示中に、
リモコンの［緑］ボタンを押しても表示できます。
字幕表示

字幕の表示言語を切り換えます。

文字スーパー表示

文字スーパーの表示言語を切り換えます。

マルチ音声

複数言語の音声を切り換えます。

音声多重

主音声、副音声を切り換えます。

3 桁番号入力

3 桁のチャンネル番号を入力して、チャンネルを切り換えます。

画面表示

番組情報の表示を切り換えます。

データ放送操作パネル データ放送の操作画面を表示します。
：データ放送を表示します。
メニュー画面を表示中に、
リモコンの［黄］ボタンを押しても表示できます。
※※ データ放送で提供されている天気予報などの表示地域を変更する場合は、受信設定から地域を設定してください。 P.18

：番組情報を表示します

❷チャンネルリスト
放送波とチャンネルを選びます。
方向ボタン

で操作してください。

❸メニュー
番組表や設定を呼び出します。

放送中の番組
放送中の番組を表示します。

番組表
番組表を表示します。くわしくは P.16

をご覧ください。

録画再生
録画再生画面を表示します。

予約一覧
予約一覧画面を表示します。

設定
本機の設定を表示します。くわしくは P.18

をご覧ください。
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番組表を見る
現在の日付から 8 日分の番組表を画面で確認することができます。

、

、

を押す

選択した放送が表示されます。

▼

を押す
メニュー画面が表示されます。

▼

で操作して

番組表

を選ぶ

番組表が表示されます。
（
を押す前に
を押しても番組表は表示されます。)
番組表

BS/CS 4K

決定 番組詳細

本日（ 金 ） 15 ( 土 )

12:30 ～ 13:00 金曜ドラマティックシアター
111

121

テレビ東西

やまびこ放送

00 ミュージックト
ロン

11

12

131

ＢＳガーデニング放送

フナイテレビ

00 ふんわりワタシ
タイム～パリを
訪ねて～

141

151

ＢＳ日本絵画専門ｃｈ

元気放送

00 シリーズ世界の 00 和のこころ・な
絵画 100 ベネズ
ぎ
エラ

黄 表示サイズ変更

161

11

00 絵具重ねて～
きょうのレポー
ト

00 発見！かがくの
ちから

00 趣味燦々「木工
職人になろう！
木のたんすのぬ
くもりを知る～
第５回～」

❷

00 うどん大紀行 ス
トーリーズ RIDE
ON

12

金曜ドラマテ…
30
30 さんまのまんま

00 アニソン決定版
５時間ぶち抜き
スペシャル

❶

ＢＳプレミアム日本

00 頭の体操ワン
ツッカ

30 ワールドコン
シャス ワールド
コレクション

00 行列のできる結
婚相談所 ゲスト
藤原龍二

30 シリーズ世界の
食卓 100 ベネズ
エラ
00 スティーブ佐藤
のソレやってみ
よっ！夏の２時
間スペシャル

赤 放送は切り換え

ノーカット完全版・「あいつが街にやってくる！２」
122

30 さけんでますね、
アカペラさん

54 ニュース
00 フレンドになろ
う

青 クイック予約

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

00 ワタボウシの唄
がきこえる

00 キオククイズ

00 アニメ魂 日本
のミカタ

❸

❶放送局
放送局の名称を表示します。

❷現在の時刻を表す線
番組表が表示された約 3 秒後に、
現在の時刻を表す線は非表示となります。

❸選択中の番組
選択中の番組です。
［ 決定ボタン］
を押すと、
番組詳細を表示できます。
番組情報が表示されないとき
番組表は 1 日に２回自動的に更新されます。
お買い上げ後はじめて使用するときや、
長期間 AC アダプターをはずしていたときは、
番組情報が表示されない
場合があります。
番組を数分以上視聴することで、
視聴しているチャンネルの番組情報を取得します。
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番組表を操作する
番組表を表示中に、
以下の操作ができます。

を押す。
視聴する

操作メニューが表示されます。

▼

で操作して各項目を選ぶ
番組表

地上

決定 番組詳細

本日（ 金 ） 15 ( 土 )

12:30 ～ 13:00 金曜ドラマティックシアター
010

020

テレビ東西

やまびこ放送

ＢＳガーデニング放送

12

30 さけんでますね、
アカペラさん

040

ＢＳ日本絵画専門ｃｈ

050

元気放送

00 シリーズ世界の 00 和のこころ・な
絵画 100 ベネズ
ぎ
エラ

黄 表示サイズ変更

060

ＢＳプレミアム日本

00 頭の体操ワン
ツッカ

11

30 ワールドコン
シャス ワールド
コレクション
00 絵具重ねて～
きょうのレポー
ト

00 行列のできる結
婚相談所 ゲスト
操作メニュー
藤原龍二

00 発見！かがくの
ちから

00 うどん大紀行 ス
トーリーズ RIDE
ON

12

金曜ドラマテ…
30 さんまのまんま
30

30 シリーズ世界の
食卓 100 ベネズ
エラ
00 スティーブ佐藤
のソレやってみ
よっ！夏の２時
間スペシャル

030

フナイテレビ

00 ふんわりワタシ
タイム～パリを
訪ねて～

00 フレンドになろ
う

緑 日付選択

ノーカット完全版・「あいつが街にやってくる！２」
021

00 ミュージックト
ロン

11

赤 放送波切り換え

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

放送波切り換え

00 アニソン決定版
５時間ぶち抜き
スペシャル

メニュー

日付選択

00 趣味燦々「木工
職人になろう！
木のたんすのぬ
くもりを知る～
第５回～」

表示サイズ変更

00 ワタボウシの唄
がきこえる

00 キオククイズ

00 アニメ魂 日本
のミカタ

クイック予約／予約削除
選択中の番組を予約登録します。登録済みの場合は、予約を削除します。

放送波切り換え
番組表に表示する放送波を切り換えます。リモコンの［赤］ボタンを押しても切り換える
ことができます。

日付選択
番組の日付を表示します。リモコンの［緑］ボタンを押しても切り換えることができます。

表示サイズ変更
番組表の表示サイズを変更します。リモコンの［黄］ボタンを押しても切り換えることが
できます。

HDD 情報
HDD 情報画面を表示します。HDD 残量、録画番組数、残り録画可能時間の目安を確認
できます。
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本機の設定
、

、

を押す

選択した放送が表示されます。

▼

を押す
メニュー画面が表示されます。

▼

で操作して

設定

を選ぶ

本機の設定画面が表示されます。
設定

受信設定

チャンネルスキャン、受信レベル確認などを行います

カスタム設定

利用制限設定などを行います

情報

ACAS 番号表示などを行います

かんたん設定

チャンネルスキャンなど、初回設定を行います

困ったときは

よくある質問の一覧です

Android TV の設定から
表示することもできます
本機の設定画面を Android TV
のホーム画面から表示すること
もできます。
リモコンの

を押して、

［デジタル放送］
を選びます。
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受信設定
チャンネルスキャンをおこないます。受信したチャ
ンネルの表示／非表示も設定できます。

リモコン数字ボタン割当

リモコンの [1] 〜 [12] ボタンを押したときに表示
するチャンネルを選びます。

受信レベル

受信感度を確認します。

アッテネータ設定

電波強度が強すぎるときに [ON] にします。
※ 地上デジタル放送のみ有効です。

アンテナ電源 (LNB 電源 ) 設定

BS アンテナに電源供給するときに［ON］にします。

降雨対応放送切換

悪天候で受信レベルが低いときに、低画質の放送
に切り換えます。
※ 放 送局が降雨対応放送を配信しているときに
設定を変更できます。

地域設定 ( データ放送向け )

地域設定をおこないます。

視聴する

チャンネルスキャン

カスタム設定
録画設定

ハードディスク情報を表示したり、録画データを
すべて削除します。

利用制限設定

視聴する番組を年齢で制限します。暗証番号を
登録してから、制限する年齢を指定します。

デジタル放送初期化

利用制限設定、地域設定、チャンネルリストを初
期化します。
※ 暗 証番号を忘れたときや、本製品の廃棄や
譲渡するときに個人情報を削除します。

情報
ACAS 番号

ACAS 情報を表示します。

お知らせ

受信機や放送局からのお知らせや、ボード情報
を表示します。

法的情報

権利表記やロゴを表示します。

かんたん設定
かんたん設定

初回設定をやりなおします。引っ越しなどで受信
地域が変わったときなどにおこないます。

困ったときは
テレビアプリの使い方について、よくある質問を表示します。
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Android TV を使う
Google のアップデートにより設定手順が変更される場合があります。この場合は画面の指示に
従って設定してください。
（本書では 2018 年 7 月時点の手順を記載しています）
本機がネットワークに接続されており、はじめるガイドの
［4］
「Google の初回設定」
が完了している
ことを確認してください。

ホーム画面を表示する
を押す
Android TV のホーム画面が表示されます。
映画、テレビ番組などを検索

❶
❷

アプリ

TV

❸
次のおすすめ

❹

おすすめ

ホーム画面の説明
❶ 設定

Android TV の設定を表示します。リモコンの

を押しても表示できます。

❷ アプリ・お気に入りのアプリ

インストールしたアプリを一覧で表示します。
また、ホーム画面には、
「お気に入り」登録したアプリアイコンを表示します。画面右の + を
押してからアプリを選んでください。

❸ チャンネル

視聴履歴などからお好みのコンテンツを表示したり、インストールしたアプリが保有するおすすめ
コンテンツを表示したりします。テレビ番組や VOD などの動画を選ぶと視聴を開始します。

❹ チャンネルアイコン

表示しているチャンネルのアプリアイコンです。
［決定］ボタンを押すと、アプリを起動します。

チャンネルをカスタマイズする
ホーム画面の一番下にある［チャンネルをカスタマ
イズ］を選ぶと、ホーム画面に表示するチャンネルを
選べます。
また、チャンネルアイコンをさらに左へ移動
して L を選ぶと、
順番を入れ替えることもできます。
※※ L はチャンネルの位置によって表示内容が異なります。

20

次のおすすめ

急上昇

チャンネルをカスタマイズ

Google アシスタントに
話しかける
を押す
Google アシスタント画面が表示されます。

もっとたくさん話しかける
さまざまなことを話しかけて、話しかけ
ることに慣れましょう。
██ 映画、テレビ番組名、アーティスト、
俳優の名前などの固有名詞

▼
リモコンのマイクに向かって
気になるキーワードを話す
関連度が高いコンテンツなどが表示されます。
お好きなコンテンツをお楽しみください。

視聴する

██ 見たいコンテンツのジャンル（ロマン
チックコメディ）など
██ 時刻の確認
ロンドンでは今何時？
██ 天気の確認
シアトルの天気は？
██ 雑学
ルーマニアの人口は？
██ かんたんな計算
「フナイ」の検索結果

34 かける 94 は？

※※ アプリを表示中に
を押すと、アプリ内の検索が
できます。対応しているアプリでのみ使用できます。

21

アプリをインストールする
を押して
画面左の [ アプリ ] を選ぶ

▼

アプリの順番を入れ替える
移動させたいアプリを［決定］ボタン
で長押しする
サブメニューが表示されます。

[Google Play ストア ] を選ぶ

映画、テレビ番組などを検索

アプリ

開く
移動
お気に入りから削除

次のおすすめ
アプリ

おすすめ

Play ストア

▼
Google アカウントでログイン
ストア画面が表示されます。

※※ Google アカウントをお持ちでない方は、Google の
ホームページで登録してください。

▼

お好みのアプリを探す
ストア内を音声検索できます。 を押してから、
リモコンのマイクに向かって検索キーワードを
話してください。

▼

アプリを選んで、
［インストール］を
選ぶ
インストールされたアプリは、ホーム画面左の
［アプリ］で確認できます。
22

▼
［移動］
を選んでから、
で任意の場所に移動する

アプリをアンインストール
する

スマートフォンの画面を
テレビに表示する
キャスト機能に対応しているスマホアプリの
画面をテレビに表示します。

を押す
Android TV の設定画面が表示されます。

視聴する

▼

本機とスマホをご自宅の同じネット
ワークにつなぐ

[ アプリ ] を選択します。
設定
デジタル放送
ネットワーク
Google Cast
サウンド
アプリ
スクリーンセーバー
映像出力
ストレージとリセット
端末情報

※※ 4G や LTE 回線で通信している間は機能を利用でき
ません。必ず、無線 LAN ルーターで本機と同じネット
ワークにつないでください。
※※ 無線 LAN ルーターに接続する方法は、ご利用の機器
の取扱説明書をご覧ください。

▼
アンインストールしたいアプリを選び、
[ アンインストール ] を選ぶ
FUNAI APP
バージョン 2.55.0
funai.app

開く
強制停止
アンインストール
使用されているストレージ
使用中の容量 : 26.75MB ( 内部共有ストレージ )

データを消去

▼

スマホでアプリを起動し、画面右上の
をタップする
※※ アイコンが表示されない場合は、本機と同じネット
ワークに接続されていないか、アプリがキャスト機能
に対応していない場合があります。

▼

本機の名称を選ぶ

516KB

キャッシュを削除
20.48KB

デフォルトを消去
既存の設定なし

確認メッセージが表示されます。

▼

［OK］を選ぶ
アンインストールが実行されます。

テレビにアプリ画面が表示されます。
※※ 本機の名称を確認するには、[ 設定 ] ➡ [ 端末情報 ]
の [ 端末名 ] で確認できます。

▼

コンテンツを再生する
スマホの画面がテレビに表示されます。

どのアプリがキャストに対応して
いますか？

Google のホームページに 記 載 さ れて いま す。
スマホやパソコンで以下の URL にアクセスして
ください。
U R L：h t t p s : // w w w. g o o g l e . c o m / i n t l /
ja_ jp/chromecast /built-in/apps/? utm_
source=g.co/castapps
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視聴中の番組を録画する
この項目では、
本機で番組を録画するための手順を説明しています。
番組の録画中は、
録画済番組の再生はできますが、
現在放送されている番組の視聴はできません。

番組を視聴中に

を押す

メニュー画面が表示されます。

▼

で

録画開始

を選ぶ

録画が開始されます。
※※ メニュー画面の表示中に、
開始されます。

を押しても録画が

▼

以下の画面が表示されるので、
で [ 閉じる ] を選択し
押す

を

録画しているため、現在放送中の番組を視聴できません。
録画中の番組を再生しますか？
録画中の番組を再生する
録画一覧を開く
閉じる

追いかけ再生をおこなう場合は、画面の
表示中に [ 録画中の番組を再生する ] を
選んで
を押します。
※※ 録画中は、放送している番組の視聴はできません。
※※ 録画を停止する場合は、録画中に
を 開 き、

で

録画停止

を 選 び ま す。

でメニュー画面
で [ はい ] を選び

押すと録画が停止します。
※※ メニュー画面の表示中に、
できます。

を押しても録画の停止が

録画中の番組の放送が終了した場合、
自動的に録画が停止されます。
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日時を指定してタイマー予約する
を押して

で

▼

予約一覧

を選ぶ

予約を削除する
を押す

で [ タイマー予約 ] の

メニュー画面が表示されます。

▼

[ 新規追加 ] を選ぶ
で

予約一覧

を選ぶ

録画する

タイマー予約画面で [ 放送波 ]、[ チャンネ
ル ]、[ 放送日 ]、[ 開始時刻 ]、[ 終了時刻 ]、
[ 繰り返し録画 ] を
で設定します。

▼

すべて設定し終わったら、[ タイマー
を押す
予約 ] を選んで

予約一覧画面が表示されます。

▼

削除したい予約を
を押す

で選び、

タイマー予約
BS/CS 4K 131 フナイテレビ

タイマー予約

４K

2/21（木）15:54 ～ 15:55
の予約を削除します。よろしいですか？

放送波

BS/CS 4K

チャンネル

フナイテレビ

放送日

2019

年

2

4K
月

はい
21

開始時刻

開始

15

:

54

終了時刻

終了

15

:

55

繰り返し録画

日

いいえ

確認画 面が表 示されるので、
を選んでください。

1回

で [ はい ]

タイマー予約

キャンセル

予約が確定し、

予約一覧

画面に戻ります。

※※ 本機を使用しないときは電源を切ることをおすすめし
ます。
（電源を切った状態でもタイマー予約は実行され
ます。
）
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番組表から録画予約する
、

、

を押す

繰り返し録画で録画予約する

選択した放送が表示されます。

▼

番組表

番組表が表示されます。

クイック予約で録画予約する
番組表

を選ぶ

▼

を選ぶ

で録画したい番組を選ぶ

▼

番組表が表示されます。

▼

を押す

で録画したい番組を選ぶ
番組表

BS/CS 4K

決定 番組詳細

本日（ 金 ） 15 ( 土 )
111

121

テレビ東西

やまびこ放送

00 ミュージックト
ロン

12

122

131

ＢＳガーデニング放送

フナイテレビ

00 ふんわりワタシ
タイム～パリを
訪ねて～

141

151

ＢＳ日本絵画専門ｃｈ

元気放送

161

00 趣味燦々「木工
職人になろう！
木のたんすのぬ
くもりを知る～
第５回～」

▼

■番組内容

00 うどん大紀行 ス
トーリーズ RIDE
ON

12

00 ワタボウシの唄
がきこえる

00 キオククイズ

00 アニメ魂 日本
のミカタ

[ 予約をする ] が選ばれているので
を押す

を押す
番組表

BS/CS 4K

決定 番組詳細

111

121

テレビ東西

やまびこ放送

11

12

122

131

ＢＳガーデニング放送

フナイテレビ

141

151

ＢＳ日本絵画専門ｃｈ

元気放送

00 シリーズ世界の 00 和のこころ・な
絵画 100 ベネズ
ぎ
エラ

黄 表示サイズ変更

161
ＢＳプレミアム日本

00 頭の体操ワン
ツッカ

11

30 ワールドコン
シャス ワールド
コレクション

00 行列のできる結
婚相談所 ゲスト
藤原龍二

00 絵具重ねて～
きょうのレポー
ト

00 発見！かがくの
ちから

00 うどん大紀行 ス
トーリーズ RIDE
ON

00 ワタボウシの唄
がきこえる

00 キオククイズ

00 アニメ魂
のミカタ

12

金曜ドラマテ…
30 さんまのまんま
30

30 シリーズ世界の
食卓 100 ベネズ
エラ
00 スティーブ佐藤
のソレやってみ
よっ！夏の２時
間スペシャル

赤 放送は切り換え

ノーカット完全版・「あいつが街にやってくる！２」

00 ふんわりワタシ
タイム～パリを
訪ねて～
30 さけんでますね、
アカペラさん

54 ニュース
00 フレンドになろ
う

青 クイック予約

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

00 ミュージックト
ロン

00 アニソン決定版
５時間ぶち抜き
スペシャル

00 趣味燦々「木工
職人になろう！
木のたんすのぬ
くもりを知る～
第５回～」

日本

予約が確定し、番組表に戻ります。
※※ 本機を使用しないときは電源を切ることをおすすめ
します。
（電源を切った状態でも録画予約は実行され
ます。）
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予約をする

■番組概要

■おしらせ

00 発見！かがくの
ちから

金曜ドラマテ…
30 さんまのまんま
30

00 アニソン決定版
５時間ぶち抜き
スペシャル

詳細 / 放送予定の番組

ＢＳプレミアム日本

00 頭の体操ワン
ツッカ

11

00 絵具重ねて～
きょうのレポー
ト

12:30 ～ 13:00 金曜ドラマティックシアター

４K

ドラマ

00 シリーズ世界の 00 和のこころ・な
絵画 100 ベネズ
ぎ
エラ

00 行列のできる結
婚相談所 ゲスト
藤原龍二

本日（ 金 ） 15 ( 土 )

字

2019/02/20（水）17:00 ～ 17:50
BS/CS 4K 111 テレビ東西

30 ワールドコン
シャス ワールド
コレクション

30 シリーズ世界の
食卓 100 ベネズ
エラ
00 スティーブ佐藤
のソレやってみ
よっ！夏の２時
間スペシャル

黄 表示サイズ変更

ノーカット完全版・「あいつが街にやってくる！２」

30 さけんでますね、
アカペラさん

54 ニュース
00 フレンドになろ
う

テンペストはもういない＃１２

赤 放送は切り換え

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

12:30 ～ 13:00 金曜ドラマティックシアター

11

青 クイック予約

※※ 選ばれた番組の放送開始時刻が現在時刻を過ぎている
場合は、[ 予約をする ] の代わりに、[ 視聴する ]、[ 録画
する ] が表示されます。引き続き録画予約をおこなう
場合は、[ 録画する ] を選んで
を押してください。

▼

繰り返し録画したい周期を選んで
を押す

番組表

予約
BS/CS 4K 111 テレビ東西

４K

テンペストはもういない＃１２

字

▼

毎日

で録画予約を削除したい番 組
を選ぶ

月-金
月-土
キャンセル

※※ [1 回 ] および、同じ時間帯の録画予約として [ 毎週 ]、
[ 毎日 ]、[ 月～金 ] 、[ 月～土 ] の周期が選択できます。

▼

を

予約

繰り返し録画

キャンセル

を押す
BS/CS 4K 111 テレビ東西

４K

テンペストはもういない＃１２

字

の予約を削除しました。

録画予約が削除され、番組表に戻ります。

４K

テンペストはもういない＃１２

▼
録画する

で [ 予約する ] を選び
押す

BS/CS 4K 111 テレビ東西

を選ぶ

番組表が表示されます。

1回
毎週

繰り返し録画

録画予約を削除する

字

月-金

予約する

予約が確定し、番組表に戻ります。
※※ 本 機を 使 用しないときは電 源を 切ることをおす すめ
します。
（電源を切った状態でも録画予約は実行されます。）
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録画した番組を再生する
この項目では、
本機で録画した番組を再生するための手順を説明しています。
番組の再生を途中で停止したときは、停止位置が記録され、次回の再生時は前回の停止位置から
つづけて再生することができます。
（つづき再生）

再生中の操作

を押す
メニュー画面が表示されます。

▼

で

録画再生

再生を一時停止する
再生中に

でメニュー画面を
表示し、 を押す

を選ぶ

録画再生の一覧画面が表示されます。

BS/CS 4K

111 テレビ東西

▼
再生したい番組を
押す

４K

テンペストはもういない＃１２

111

字

※※ 再生の一時停止中に
でメニュー画面を表示し、
を押すと再生に戻ります。

で選び

を

番組が再生されます。
※※ 録画中の番組でも再生できます。
（追いかけ再生）
で選び
を押すと番組の始め
※※ 再生したい番組を
から再生できます。( 始めから再生 )

※※

で
を選び、 を押しても再生の一時停止、
および再生に戻ることができます。
一時停止

スキップ (10 秒 ) ／ 逆スキップ (10 秒 )
再生中に
表示し、

でメニュー画面を
で

スキップ

または

逆スキップ

を選び

を押す
※※ 押すたびに 10 秒単位でスキップする時間が増えます。
※※

の [ 1 ] で 10 秒送り、[ 0 2] で 10 秒戻しも
できます。

早送り
再生中に

でメニュー画面を

表示し、 を押す
※※ 2 倍速で早送りされます。再度
を押すと 10 倍速に
切り換わります。早送りを止める場合は、 を押して
ください。通常の再生に戻ります。
※※
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で 早送り を選び、 を１回押すと 2 倍速、もう一度
押すと 10 倍速で早送りさせることもできます。

不要な番組を削除する

早戻し
再生中に

でメニュー画面を

表示し、 を押す

を押す
メニュー画面が表示されます。

▼

※※ 2 倍速で早戻しされます。再度
を押すと 10 倍速に
切り換わります。早戻しを止める場合は、 を押して
ください。通常の再生に戻ります。
※※

で 早戻し を選び、 を１回押すと 2 倍速、もう一度
押すと 10 倍速で早戻しさせることもできます。

で

表示し、

メニュー画面を
で 始めから再生 を選び

を

▼

削除したい予約を
押す

※※

で 始めから再生 を選び、
することができます。

を押しても始めから再生

で選び、 を

▼

押す
番組の始めから再生されます。

を選ぶ

録画再生の一覧画面が表示されます。

始めから再生
再生中に

録画再生

で [ はい ] を選び

を押す

不要な番組が削除されます。
※※ 録画中の番組や保護された番組は、[ 削除 ]（[ 黄 ]）が
選択できません。
で削除したい 番 組を選び、

を押します。

再生する

※※ 複数の番組を一括で削除する場合は、

を押して þ になっ

ていることを確認します。
次に、

でさらに削除したい番組を選び、

þ を付ける操作を繰り返します。
選択し終わったら、
で [ はい ] を選び
で削除されます。

を押して

を押します。
を押すと、不要な番組が一括

< お知らせ >
••

で [ この棚を全選択 ] を選び
を押すと、種類別
(NEW、続きから再生、月毎 ) の録画番組のすべてを•
一度で選択することもできます。全選択をキャンセル
する場合は、
[ この棚を全解除 ] を選び
を押します。
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番組詳細を見る
を押す
メニュー画面が表示されます。

▼

で

録画再生

を選ぶ

録画再生の一覧画面が表示されます。

▼

で詳細を見たい番組を選び
を押す
番組詳細が表示されます。

番組を保護する
番組詳細を表示中に
[ 保護する ] を選び

で
を押す

番組が保護されます。
※※ 保護された番組は、
[ 削除 （
] [ 黄 ]）が選択できません。
※※ 番組保護を解除するには、保護した番組の番組詳細
で [ 保護解除 ] を選び
を押します。
を表示中に
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録画についての補足説明
録画全般
██ 録画に関する条件は、以下の通りです。
録画可能な番組数（USB-HDD1 台あたり）

最大 500 番組まで

録画時間（１番組あたり）

最大 12 時間まで※ 1

USB-HDD の容量（１台あたり）

最大 4TB まで

USB-HDD の登録可能台数

最大 8 台まで

録画予約の登録件数

最大 100 件まで※ 2

録画予約の結果件数

最大 20 件まで

	12 時間以上の番組を録画予約した場合は、
メッセージを表示しますが、
録画予約は実行され、12 時間を超えた
時点で自動的に録画を停止します。

※1

※2

	100 件を超える録画予約を登録した場合は、
メッセージが表示され、
録画予約も実行されません。

██ 番組によっては、著作権保護のため録画が禁止・制限されている場合があります。
また、以下のときは、自動的に録画を停止または中断します。

再生する

••録画中に USB-HDD の残量がなくなったとき
••録画予約が重複していたとき
••指定した番組が放送されなかったとき
••録画時間が 12 時間を超えたとき
••録画する番組にコピー制御信号（Copy Never）が含まれるとき※
••放送事業者との未契約による有料放送の番組のとき
••放送信号の受信エラーによるとき
••お客様の操作によるとき（AC プラグを外した、録画を停止した、など。）
	録画開始時点ではコピー制御信号が含まれておらず、番組の途中でコピー制御信号に指定されコンテンツが含まれる
番組では、
録画予約の途中で自動的に録画を中断します。
（コピー制御信号が含まれなくなった時点で、
自動的に録画を
再開します。
）

※

██ 正常に録画されなかった番組には
画面で
が付いて表示されます。また、一部だけ
録画されなかった番組には
画面で
が付いて表示されます。
予約一覧

録画再生

••該当の予約または番組の番組詳細から、お知らせ内容を確認できます。

録画予約が重なったときは
██ 録画予約を確定する前に、確認画面が表示されます。
██ 録画予約が重なった場合は、以下の優先順位で録画されます。
••開始時刻が早い録画予約を優先する
••開始時刻が同じ場合は、以下の放送順の録画予約を優先する
高
↕
低

BS/CS 4K 放送
地上デジタル放送
BS デジタル放送（2K）
CS デジタル放送（2K）

••同じ放送内で開始時刻も同じの場合は、登録順が早い方を優先する

██ 重 なりの ため、一 部 ま た は すべ ての 録 画 が で きなくなって い る 録 画 予 約 には
で
が付いて表示されています。

予約一覧

画面
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困ったときは？
電源について
電源 LED が消灯・赤色のままで電源が入らない
••AC アダプターが、しっかり接続されているかを確認してください。
••リモコンで電源が入らない場合は、本機前面の電源ボタンを押してください。電源が入る場合は
リモコンの問題が考えられます。

電源 LED が青色に点灯しているのに画面が真っ暗
••テレビの［入力切換］を本機を接続した HDMI 入力端子に切り換えてください。※テレビに表示
される本機の名称は「POE-SMB400-FN」です。
••チャンネルスキャンが正常におこなわれていない可能性があります。もう一度、チャンネル
スキャンをおこなってください。 P.18

電源が勝手に切れる
••ＡＣアダプターが奥までしっかり接続されているかを確認してください。

付属品について
リモコンでの操作ができない
••リモコンの ペアリングが 解 除 さ れてい る可能 性 が あります。ペアリング 設 定 P.12
おこなってください。

を

••リモコンの電池が消耗すると反応しない場合があります。電池を交換してみてください。
••リモコンの電池が正しくセットされているか確認してください。

アンテナケーブルが入っていない
本製品にアンテナケーブルは付属していません。
アンテナケーブルは F 型コネクタのついたものを
準備してください。

音声について
音声がでない
••本機のリモコンで音量を調整しても、テレビ側の音量が 0 の場合、音声は出ません。
テレビ側の音量を確認してください。
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受信について
チャンネルスキャンがいつも失敗する
••ご自宅のアンテナやアンテナケーブルの接続を確認してください。アンテナケーブルを分波／
分配している場合は正しくおこなわれているか確認してください。
••対応の UHF アンテナが設置されていない場合や、ご使用の地域の電波状況が悪い場合は
チャンネルスキャンに失敗します。

すべてのチャンネルが映らない
••お使いになる地域が地上デジタル放送の受信エリアであるかどうかを確認してください。
••本機にアンテナケーブルが正しく接続されているか確認してください。
••ご自宅のアンテナを確認してください。地上デジタル放送の受信には UHF アンテナの設置
が必要です。
••アンテナの向きによっては受信しにくい場合があります。アンテナを調整する場合は、専門
業者にお問い合わせください。共同アンテナをお使いの場合や、
マンションにお住まいの場合は、
管理者または管理会社にお問い合わせください。
••チャンネルスキャンが正常におこなわれていないか、失敗している可能性があります。もう
一度、チャンネルスキャンをおこなってください。 P.18
さまざまな情報

BS/CS 4K 放送が映らない
チャンネルスキャンを再度おこなうことをおすすめします。
また、BS/CS 放送の一部の放送局の視聴には専用のアンテナとチューナー、分波器やケーブル
が必要です。

4K のきれいな映像が映らない
••HDMI 2.0 端子（HDCP2.2 と 4K60p 入力に対応）がある 4K 対応のテレビで視聴してくだ
さい。

4K 放送のチャンネルをもっと見られるようにしたい
「SH マーク」
がついた、4K 放送対応の専用機器を設置すると18 チャンネルまで視聴できます。
くわしくは電気店にお問い合わせください。
機器の交換が必要な場合があります。
（ 右旋・左旋円偏波対応のアンテナ・壁面端子・ブースター・分配器・分波器など）
※※ 視聴できるチャンネル数は変動する場合があります。
※※ 有料チャンネルの視聴には契約が必要です。
※※ 8K 放送は受信できません。
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困ったときは？（つづき）
特定のチャンネルが映らない
••映らないチャンネルの受信レベルを確認してください P.18 。60 未満のときは、正常に受信
できない場合があります。
••悪天候などの影響で一時的に受信できなくなる場合があります。
••常に受信状態が悪い場合や、アンテナケーブルを分配している場合は、ブースター（増幅器）
を設置することで正常に受信できる場合があります。

映像が乱れる・止まる
••アンテナの向きが変わっていたり、アンテナの故障が考えられます。アンテナを確認して
ください。
••アンテナケーブルの接続がゆるい場合や、アンテナケーブルのプラグの中にある芯線が折れ
ていたりすると映像が乱れます。アンテナケーブルの接続を確認してください。

ケーブルテレビに加入している場合の接続方法が知りたい
ご加入のケーブルテレビ会社の配信方式がパススルー方式の場合のみ使用できます。壁面の
ケーブルテレビのアンテナ端子から本機のアンテナ入力端子につないでください。

チャンネルについて
チャンネルの切り換えに時間がかかる
受信した信号を画面上に表示するための処理が必要なため、チャンネルや入力の切り換えに時
間がかかる場合があります。

データ放送が表示されない
••データ放送に対応していない番組では表示されません。
••チャンネルを切り換えた直後などは、データの読み込みに時間がかかる場合があります。

番組表について
番組表に何も表示されない
または、番組情報が表示されない放送局がある
••番組表は 1 日に 2 回、本機が待機状態のときに自動で更新します。
お買い上げ後はじめて使用するときや、長期間 AC アダプターをはずしていたときは、番組
情報が表示されない場合があります。番組を数分以上視聴することで、視聴しているチャン
ネルの番組情報を取得します。

同じ放送局でチャンネルが複数ある
••デジタル放送では、1 つの放送局に複数のチャンネルを割り当てられているため、放送局
が同じでも同一時間帯に異なる番組が放送される場合があります。
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有料放送をご覧になる場合は
██ はじめるガイドの「5 本機の初回設定」を実行してから、確認してください。
██ 有料放送をご契約されるときは、ACAS 番号が必要になります。

本機と 4K 対応 BS・110 度 CS 対応アンテナを接続する
くわしくは P.10

▼

をご覧ください。

ACAS 番号を確認する

•• 設定メニューから確認するときは

➡ [ 設定 ] ➡ [ 情報 ] ➡ [ACAS 番号 ]

▼

有料放送事業者と契約する
有料放送事業者によって、契約方法が異なります。
くわしくは P.36 をご覧ください。

▼

契約が完了したことを確認する
有料放送チャンネルを選んで、映像と音声が正しく出力されているかご確認ください。
さまざまな情報

< ご注意＞
••くわしくは有料放送事業者にお問い合わせください。

35

有料放送をご覧になる場合は（つづき）
（2018 年 11 月現在）

❶ 以下のいずれかの方法でお申し込みください。
██ ネットから➡「WOWOW」で検索（http://www.wowow.co.jp/）
██ お電話から➡ WOWOW カスタマーセンター：0120-580-807
受付時間 9：00 〜 20：00（年中無休）

❷	手 続き完 了後、WOWOW BS-9ch（191ch）を選 局して
15 分程度お待ちください。
P.35 の手順
「契約が完了したことを確認する」で契約ができているか
ご確認ください。

本機は新 4K8K 衛星 放 送におけるスカパー！ の放 送に対応
しています。
※スカパー！ は、BS/110 度 CS 放送および新 4K8K 衛星放送
（4K 放送）の有料放送サービスです。
● お申し込みには、
以下の準備が必要です。
••ACAS 番号
※ ACAS 番号の確認方法は、P.35 をご覧ください。
（4K 放送ご視聴時必須）または BS/110 度
••4K8K 対応アンテナ
CS 対応アンテナ
※スカパー！ の 4K 放送を見るには、4K8K 対応アンテナが必要
です。ブースターや分配器などの受信設備の交換が必要になる
場合があります。

以下のいずれかの方法でお申し込みください。
██ ネットから➡ スカパー ！ 公式サイト：http://www.skyperfectv.co.jp
加入手続きに従ってお申し込みください。
██ お電話から➡スカパー ！ カスタマーセンター（総合窓口）：
0120-039-888
受付時間 10：00 〜 20：00（年中無休）

お申し込み完了後、申し込み時の案内に従い、ご契約いただいたチャン
ネルを選局し、
視聴可能になるまでしばらくお待ちください。

❶	BS デジタルでスター ･ チャンネルをご覧いただくには、
まずスカパー！ にご加入いただく必要があります。
██ 具体的なご加入のフロー、加入のお申し込みについては、スカパー ！
の加入案内サイトをご確認ください。
http://www.skyperfectv.co.jp/guide/
██ スカパー！ をすでに見ている方は、加入者専用 My スカパー！ から加入
申し込みできます。
https://my.skyperfectv.co.jp/login/
██ お電話から➡「 スター ･ チャンネル」総合案内窓口：
0570-013-111 または 044-540-0809
受付時間 10：00 〜 18：00（年中無休）
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使用上のお願い
Bluetooth を使う際のお願い
••本機および付属のリモコンに搭載されている Bluetooth は、日本国内専用です。海外で使用
することはできません。
••本機および付属のリモコンは日本国の電波法に基づく無線設備です。分解して使用すると法律
で罰せられることがあります。
••本機および付属のリモコンの Bluetooth が使用する周波数帯は 2.4GHz 帯ですが、他の無線
機器も同じ周波数を使用している場合があります。本機の Bluetooth をお使いになる際は、他
の無線機器との間で電波干渉が発生しないように、以下の注意事項に留意してご使用ください。

連絡先：船井電機 お客様ご相談窓口

さまざまな情報

本機の Bluetooth が使用する周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の
ほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局
（免許を要する無線局）
および特定小電力無線局
（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局
（免許を要する無線局）
が運用されています。
Bluetooth を使用する場合は、
以下をお読みください。
1. 本 機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマ
チュア無線局が運用されていないことをご確認ください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合
は、すみやかに Bluetooth の使用を停止し、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のため
の処置など
（例えば、
パーティションの設置など）
についてご相談ください。
3. そ の他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいは、アマチュア無線局に対して
有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、下記のお客様
ご相談窓口へお問い合わせください。

0120-055-271

※	間違い電話が増えております。
電話番号をよくお確かめのうえ、
おかけいただきますよう
お願いいたします。
••本機底面の定格銘板およびリモコン電池蓋に記載されている周波数表示は、以下の内容を示し
ています。
本体の周波数表示
変調方式が FH-SS 方式など
2.4 GHz 帯を使用

電波与干渉距離
40 m 以下

リモコンの周波数表示
変調方式が その他の方式
2.4 GHz 帯を使用

電波与干渉距離
80 m 以下

2.4FH/XX4

2.4XX8

全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避
不可であることを意味する
・全ての Bluetooth 対応機器との Bluetooth 通信
を保証するものではありません。

全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避
不可であることを意味する
・全ての Bluetooth 対応機器との Bluetooth 通信
を保証するものではありません。
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使用上のご注意
██ 仕様および外観は、性能向上やその他の理由で予告なく変更される場合があります。
██ 本書の内容を無断で転載することは禁じられています。
██ 本製品（梱包箱・緩衝材を含む）を廃棄するときは、お住まいの地方自治体の条例および規則に
従った分別で廃棄してください。
██ 本製品は日本国内での使用を前提に設計されています。電波障害などを引き起こす恐れがあり
ますので海外では使用しないでください。
██ 本製品は、一般社団法人電波産業会（ARIB）が定める規格に準拠した仕様になっています。
将来、規格の変更があった場合は、予告なしに仕様を変更する場合があります。
██ この装置は、クラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的として
いますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き
起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
（VCCI-B）
██ インターネットにかかるプロバイダー料金や通信費は本製品に含まれておりません。お客様の
ご負担になります。
██ 受信したコンテンツに対して制作者の著作権を侵害した場合、著作権法に基づき罰せられる
ことがあります。

商標
██ Android、Android TV、YouTube および Play ストア、Google Play、Google アシスタントは
Google LLC の商標または登録商標です。
██ Bluetooth® は米国 Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
██ HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴは、米国およびその他
の国における HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。
██ その他、記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標もしくは登録商標です。
██ 本書では ® および ™ などの商標マークは省略させていただいております。
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製品仕様
型番
チューナー

高画質

FT-4KS10

地上デジタル

1

BS デジタル／
110 度 CS デジタル

1

HDR

対応フォーマット

••HLG(Hybrid Log Gamma)
••HDR10

外形寸法

W230 × D137 × H44(mm) ※突起部含まず

質量

430g

消費電力

19W（付属 AC アダプター使用時）

許容動作温度

5 ～ 40 ℃

許容湿度

80％最大（結露なきこと）

接続端子

入力端子

アンテナ端子× 2（地上デジタル×1、BS・110 度 CS デジタル×1）

USB ×1 ( バージョン 2.0)
Type A DC5 V 最大 500 mA
LAN ×1（10/100/1000Base-T）
HDMI ×1 （バージョン 2.0b）

HDMI対応解像度

3840x2160p、1920x1080p
1920x1080i、1280x720p
720x480p、720x480i

受信放送

地上デジタルテレビジョン放送（ISDB-T）
※周波数変換パススルー方式対応

さまざまな情報

出力端子

BS/110 度 CS デジタル放送（ISDB-S）
新 4K8K 衛星放送 (ISDB-S3)
※ 8K 放送は受信できません

電源

AC アダプター 100V 50/60Hz

OS

Android 8.0 Oreo

取得規格

VCCI class B

内容品

本機／ AC アダプター／リモコン／単 4 乾電池× 2（動作
確認用）／取扱説明書／はじめるガイド／保証書

••定格表示は本機底面にあります。
••USB 端子は放送番組録画用です。電源スイッチがあるセルフパワー型の外付けハードディスクを
ご使用ください。
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保証とアフターサービス
██ 保証書（梱包箱に貼り付けしています）に
ついて
•• 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」
などの記入をお確かめのうえ販売店からお
受け取りください。
•• 保証書裏面の「無料修理規定」をよくお読み
ください。また、当社のお客様サポートサイト
（funai.jp/cs/）の「 修 理 規 約 」も 合 わ せ て
お読みください。
•• 保証書は、納品書や領収書と共に大切に保管
してください。
製品本体の 保証 期間は、お買い上げ日から
1 年間です。
██ ご不明な点や修理に関するご相談
•• この取扱説明書の「困ったときは」や、当社の
お客様サポートサイト（funai.jp/cs/）に従って
お調べください。それでも解決しない場合
には、お 買い 上 げ の 販 売 店 か、
「船井電機
お客様ご相談窓口」までご相談ください。
██ 補修用性能部品の保有期間
•• 当社は、この製品の補修用性能部品を製造
打切り後 8 年保有しています。
•• 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。
██ 部品について
•• 修 理 の 際 に、当 社 の 判 断 に より、再 生 部 品
または代替部品を使用することがあります。
•• 修理などで交換した部品は、任意に引き取ら
せていただきます。
██ 記録内容の補償について
•• 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、
故障または修理・交換により記録内容が消失
などすることがありますが、記録内容の補償
はいたしません。
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必ずお読みください

船井電機お客様サポートサイト
funai.jp/cs/

•• 製品の取扱いに関するお役立
ち情報が満載です。一度ご覧
ください。それでも解決しない
場合には、当社お客様ご相談
窓口までお電話をお願いいた
します。

お客様ご相談窓口のご案内
取扱い・修理に関するご質問は、
お買い上げの販売店へお問い合わせください。
※	この製品は、日本国内専用に設計されてい
ますので、
国外では使用できません。
また、
修理対応もできません。
██ 修理を依頼されるとき
•• 不具合があるときは、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。
•• 保証期間中は
修理に際しましては、保証書をご提示くだ
さい。保証書の規定に従って、修理させて
いただきます。
•• 保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる場合はご希望により
有料修理させていただきます。点検・診断
のみでも有料となることがあります。
•• 修理料金のしくみ
技術料＋部品代＋出張料などで構成されて
います。
※	修理のための製品の取りはずし・再設置は、
販売店様もしくはお客様でご対応をお願い
します。
•• 製品の設定（外部機器との接続・調整・取扱
説明など）を依頼されると、有料となることが
あります。

•• 修理不可の場合
製品の状態やその他の事情により、修 理に
代えて製品交換で対応する場合があります。
交換品は、新品同等の機械的・電気的に動作
確認をおこなった交換用製品となります。
なお、交換後の製品は、最初のご購入時の
保証期間が適用されます。
ご連絡いただきたい内容
••お買い上げ製品の製造番号
（保証書または本機底面のラベルに記載）

••お名前
••ご住所

••お買い上げ日

••電話番号
••お買い上げ製品の型番
（この取扱説明書または保証書に記載）

••症状（故障または不具合の内容）
「症状診断シート」
（次頁）をご活用ください。

お客様ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて
••お客様より船井電機株式会社およびグループ会社にお電話でお問い合わせいただいた場合には、正確に
ご回答するため、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。
また、折り返しお電話させていただくときのために、
「発信者番号表示」を採用しています。
あらかじめご了承のうえ、お問い合わせください。

さまざまな情報

••ご相談、ご依頼いただいた内容によっては、サービス活動およびその後の安全点検活動のために、当社
のグループ会社および秘密保持契約において厳正に管理された業務委託会社に個人情報を提供させて
いただくことがあります。

••転居や贈答品など、お買い上げの販売店にご依頼できない場合は、当社の窓口へお問い合わせ
ください。

船井電機お客様ご相談窓口

0120-055-271( 無料 •)
通話料

受付時間

オンラインショッピングのご案内
リモコンなどの付属品をご購入いただけます。
お気軽にご利用ください。

9：00 ～ 18：00

（年末年始を除く）

※	時間帯によっては、お電話が混み合ってつ
ながりにくいことがあります。
あらかじめご了
承ください。
※ FAX をご利用の方は、こちらまで

船井サービス
ONLINE SHOP
http://www.funai-service.co.jp/shop/

FAX：06-6746-3374
※ 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
（2018 年 11月現在）
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症状診断シート
本機の故障・不具合などのお問い合わせの際に、円滑にご対応させていただくため、以下の内容を
ご確認いただき、
お知らせいただきますようお願いいたします。

【不具合症状】
発生区分 :

□ BS ／ CS 4K  □ 地デジ
□ その他（

発生頻度 :

□ 常時

□ 時々

□ BS ／ CS
）

□ その他（

）

（できるだけくわしく） 例：地上デジタル放送の○○チャンネルが受信できない。
症状：

受信環境：

接続機器：

□ 戸建住宅（個別受信）

□ マンションなど（共同受信）

□ ケーブルテレビ（社名： 

）

□ テレビ（メーカー名：

、
型番 [ 機種名 ]：

）

□ レコーダー（メーカー名：

、
型番 [ 機種名 ]：

）

□ その他（

）

ご購入メモ
ご購入記録として下記内容をご記入いただき、
お問い合わせや修理のご依頼の際にご活用ください。
（この製品の型番、
製造番号は保証書及び本機底面などに記載してあります。
）
お買い上げ年月日

年

お買い上げ店名／電話番号

			

お買い上げ製品の型番

FT-4KS10

月

日

☎

お買い上げ製品の製造番号
「情報」➡「ACAS 情報」画面 P.18 で確認できる「ACAS 番号」を記入してください。
※	
お問い合わせの際に必要な場合があります。
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ACAS 番号※

ご質問
新４Ｋ８Ｋ衛星放送に関する相談窓口
新４Ｋ８Ｋ衛星放送全般についての質問は一般社団法人放送サービス高度化推進協会（Ａ - ＰＡＢ）
にお問い合わせください。
新４Ｋ８Ｋ衛星放送コールセンターのご案内

http://www.apab.or.jp/
4k-8k/callcenter/

電話での問い合わせは

0570-048-001
受付時間 : ９時から 17 時（年末年始、祝日除く）

さまざまな情報

愛情点検

長年ご使用の製品の点検を！

このような
症状は
ありませんか

(

熱、湿気、ほこりなどの影響や、使用の度合いにより部品
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。

映像や音がでない。
変なにおいがしたり、
煙がでたりする。
内部に水や異物が入った。
その他の異常や故障がある。

ご使用
中止

)

このようなときは、故障や事
故防止のためスイッチを切
り、コンセントから電源プラ
グを抜き、必ずお買い上げの
販売店にご連絡ください。
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X6080J2
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