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テレビとSTBの接続例
【注意】下の接続図は一例です。テレビへの接続方法、接続箇所につきましては、メーカーごと、機種ごとに違います。

詳しくはお持ちのテレビの説明書をご覧ください。
【注意】下の接続図は一例です。テレビ・録画機への接続方法、接続箇所につきましては、メーカーごと、機種ごとに違

います。詳しくはお持ちのテレビと録画機の説明書をご覧ください。

テレビ・録画機器とSTBの接続例

基本コースをお申し込みの方へ重要

※6ヶ月以上CS放送をご覧になっていないと、「E-205 CAS有効期限の更新が必要です。」とのエラーメッ
セージが表示され、ご視聴できなくなる場合があります。エラーメッセージが出た場合は、お手数ですが玉島
テレビ迄ご連絡をお願いいたします。
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テレビに合わせたリモコンのメーカー設定
本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。
（電源の入切、テレビ／ビデオの切り換え、チャンネル選局、音量調整）

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。
（電源の入切、入力の切り換え、チャンネル選局、音量調整）

テレビのメーカー設定

■設定方法 ボタンを 
押したまま、

下表より
お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、 
順番に押す。（工場出荷時はパナソニック（新1）に設定）

テレビメーカー ボタンを 
順番に押す テレビメーカー ボタンを 

順番に押す テレビメーカー ボタンを 
順番に押す

パナソニック（新1） と SONY（1） と 富士通ゼネラル（2） と
パナソニック（新2） と SONY（2） と 三洋（1） と
パナソニック（旧） と パイオニア と 三洋（2） と
パナソニック（新3） と シャープ（1） と 三洋（3） と
パナソニック（新4） と シャープ（2） と 三洋（4） と

ビクター と シャープ（3） と NEC（1） と
東芝 と 三菱（1） と NEC（2） と
日立（1） と 三菱（2） と AIWA と
日立（2） と 三菱（3） と FUNAI と
日立（3） と 三菱（4） と
日立（4） と 富士通ゼネラル（1） と

お知らせ
● 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。
● 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
● 電池の交換などで設定が「パナソニック（新1）」に戻った場合は、再設定してください。
● 一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。

チャンネルラインナップ

NHKテレビ

NHK　Eテレ

サンテレビ

RNC西日本放送

KSB瀬戸内海放送

RSK山陽放送

TSCテレビせとうち

OHK岡山放送

たまテレ11

たまテレ12

011

021

031

041

051

061

071

081

111

121

BS101

BS103

BS141

BS151

BS161

BS171

BS181

BS211

BS222

BS231

B191

B192

B193

B200

B201

B202

NHK  BS-1

NHK  BSプレミアム

BS日本

BS朝日

BS-TBS

BSテレ東

BSフジ

BS11デジタル

BS12トゥエルビ

放送大学

WOWOWプライム

WOWOWライブ

WOWOWシネマ

スター・チャンネル1

スター・チャンネル2

スター・チャンネル3

【別途契約チャンネル】

C314
C611
C612
C622
C630
C631
C642
C658
C662
C663
C664
C671
C672
C678
C683
C684
C685
C686
C687
C688
C689
C690
C691
C692
C693

C695
C696

倉敷市広報チャンネル
スカイA HD
GAORA SPORTS HD
チャンネルNECO HD
ファミリー劇場 HD
スーパードラマTV HD
キッズステーション HD
テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ HD
スペースシャワー HD
MTV HD
歌謡ポップスチャンネル HD
ショップチャンネル HD
QVC HD
旅チャンネル HD
ザ・シネマ HD
J SPORTS1 HD
J SPORTS2 HD
日本映画専門チャンネル HD
時代劇専門チャンネル HD
女性チャンネル♪LaLaTV HD
アニマックス HD
ディスカバリーチャンネル HD
フジテレビONEスポーツ・バラエティ HD
フジテレビTWOドラマ・アニメ HD
シネフィルWOWOW HD

東映チャンネル HD
衛星劇場 HD

【別途契約チャンネル】
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リモコン操作
リモコン

見ている番組のタイトルなどを表示

電源を「入」「切」する

カラーボタン
画面上で指示が出たときに使う

1つ前の画面に戻す

テレビの音量を調整する

ブラウザを使うとき

番組内容を表示

データ放送の画面を表示

使用しません

放送のチャンネルを選ぶ
数字や文字入力を行う

チャンネルを順送りで選ぶ

見ている画面に関連した
機能を表示

画面上で選択や決定をする

使用しません

番組表を表示

操作一覧メニューを表示

●押すとボタンが点滅します。
●ご加入のケーブルテレビ局により
サービス内容が異なります。
サービスされていない放送には、
　切り換わりません。

放送を切り換える

お好み選局の画面を出す

テレビ放送の画面に戻す

テレビの音量を消す

チャンネル番号を入力して
選局するとき

前に見ていたチャンネルに戻る

テレビの操作をする
テレビのメーカー設定が必要です

●電源を「入」「切」する
●テレビの入力を切り換える
●チャンネル選局

ステレオ/2ヵ国語など音声を
切り換える

押すごとに字幕の表示と
消去を繰り返します
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STBでデジタル放送を見るとき 設置設定

CSデジタル
放送

BSデジタル放送
地上デジタル放送

本機の電源を入れる

※本機のリモコンでテレビの電源を
　入れたり、入力切換を行うことが
　できます。

見たい放送を選ぶ

チャンネルを選ぶ

いろいろなチャンネルの選びかた（選局）

順送りで選ぶ
●押すたびに、受信できるチャンネルを
　順々に選局します。

●選局対象とチャンネルアップダウンで
　設定したチャンネルが選局できます。

～

1
2

3
各機器を接続後、以下の設置設定を行ってください｡(初回のみ）

ビデオ１

ビデオ2

色差ビデオ１②TVの入力画面を切り換える

数字ボタンでチャンネルを選ぶ
選局入力方式は2通りあります。
数

（3ページチャンネルラインナップ参照）
～

①テレビの電源を入れる

数字ボタンで選局できるのは地上デジタ
ル放送、BSデジタル放送のみです。
CSデジタル放送は順送りでの選局となり
ます。

 を押す

▼で「設定する」を選び、
 を押す

▼で「設置設定」を選び、
 を押す

●設定が有効でない項目は、
　灰色表示になります。 

操作するリモコンのボタン位置 

リモコンモード
接続テレビ設定 

設置設定 ２／２ 
 リモコン1

設置設定 
チャンネル設定 

１／２ 

地域設定 
クイックスタート

番組表設定 

Ｂ-ＣＡＳカードテスト
Ｃ-ＣＡＳカードテスト
無操作自動オフ
ポータル自動起動

 

 

入 切
入 切

12時間
－－
－－

地域設定
接続するテレビに合わせて映像信号の出力方式を
切り換えます。

接続テレビの設定
▼で「地域設定」を選び、
 を押す4

● 伊豆、 小笠原諸島地域は→「東京都島部」
● 南西諸島鹿児島県地域は→「鹿児島県島部」

▼で「県域設定」を選び、◀▶でお住まい
の地域を選ぶ
地域設定 

郵便番号 －－－-－－－－

地域設定削除

県域設定 東京都(島部を除く)

5

■地域設定を工場出荷時に戻すには
①▼で「地域設定削除」を選び、  を押す

②◀で「はい」を選び、  を押す

確認画面で◀を押して「はい」を選び、 
 を押す8

▼で「郵便番号」を選び、
 を押す

地域設定 

地域設定削除

県域設定 東京都(島部を除く)

郵便番号 －－－-－－－－

6

■入力を間違えたとき 
→ を押す

 ～  で郵便番号を入力し、
 を押す

郵便番号 

入力し、決定ボタンを押してください。

番号入力
１文字削除

ボタンを使って、郵便番号を

100－0011

7

設置設定 
リモコンモード

２／２ 

接続テレビ設定 
リモコン1

▼を押していくと
ページが変わります。

▼で「接続テレビ設定」を選び、
 を押す4

▼で「テレビアスペクト」を選び、
◀▶で設定する

普通のテレビのとき
16:9 ワイドテレビのとき

●  正常な縦横比の映像になるように、テレ
ビ側の画面モードを設定してください。

接続テレビ設定
１６：９テレビアスペクト
オートＨＤＭＩ出力解像度 

スタンダードＨＤＭＩ　ＲＧＢ出力レンジ
Ｄ3 Ｄ端子出力解像度

設定する 設定しない

16:9フル ワイドテレビで左右の黒帯を
無くして表示させるとき

4:3

5

▼で「設定する」を選び、
 を押す6

●  「はい」を選ぶと、設定した映像信号が
15秒間出力されます。

● 、ばべ選を」えいい「、は合場いなし定設
「接続テレビ設定」画面に戻ります。

いいえ はい 

映像の出力を変更します。正しく
表示されない場合は約15秒で元の設定に 
戻ります。実行しますか？ 

HDMI設定確認 
選択項目

決定
戻る◀で「はい」を選び、  を押す7

いいえ はい 

設定を変更しました。
この設定を保存しますか？

HDMI設定確認 
選択項目

決定
戻る

映像が正しく映れば
◀で「はい」を選び、  を押す8

－5－



－5－

STBでデジタル放送を見るとき 設置設定

CSデジタル
放送

BSデジタル放送
地上デジタル放送

本機の電源を入れる

※本機のリモコンでテレビの電源を
　入れたり、入力切換を行うことが
　できます。

見たい放送を選ぶ

チャンネルを選ぶ

いろいろなチャンネルの選びかた（選局）

順送りで選ぶ
●押すたびに、受信できるチャンネルを
　順々に選局します。

●選局対象とチャンネルアップダウンで
　設定したチャンネルが選局できます。

～

1
2

3
各機器を接続後、以下の設置設定を行ってください｡(初回のみ）

ビデオ１

ビデオ2

色差ビデオ１②TVの入力画面を切り換える

数字ボタンでチャンネルを選ぶ
選局入力方式は2通りあります。
数

（3ページチャンネルラインナップ参照）
～

①テレビの電源を入れる

数字ボタンで選局できるのは地上デジタ
ル放送、BSデジタル放送のみです。
CSデジタル放送は順送りでの選局となり
ます。

 を押す

▼で「設定する」を選び、
 を押す

▼で「設置設定」を選び、
 を押す

●設定が有効でない項目は、
　灰色表示になります。 

操作するリモコンのボタン位置 

リモコンモード
接続テレビ設定 

設置設定 ２／２ 
 リモコン1

設置設定 
チャンネル設定 

１／２ 

地域設定 
クイックスタート

番組表設定 

Ｂ-ＣＡＳカードテスト
Ｃ-ＣＡＳカードテスト
無操作自動オフ
ポータル自動起動

 

 

入 切
入 切

12時間
－－
－－

地域設定
接続するテレビに合わせて映像信号の出力方式を
切り換えます。

接続テレビの設定
▼で「地域設定」を選び、
 を押す4

● 伊豆、 小笠原諸島地域は→「東京都島部」
● 南西諸島鹿児島県地域は→「鹿児島県島部」

▼で「県域設定」を選び、◀▶でお住まい
の地域を選ぶ
地域設定 

郵便番号 －－－-－－－－

地域設定削除

県域設定 東京都(島部を除く)

5

■地域設定を工場出荷時に戻すには
①▼で「地域設定削除」を選び、  を押す

②◀で「はい」を選び、  を押す

確認画面で◀を押して「はい」を選び、 
 を押す8

▼で「郵便番号」を選び、
 を押す

地域設定 

地域設定削除

県域設定 東京都(島部を除く)

郵便番号 －－－-－－－－

6

■入力を間違えたとき 
→ を押す

 ～  で郵便番号を入力し、
 を押す

郵便番号 

入力し、決定ボタンを押してください。

番号入力
１文字削除

ボタンを使って、郵便番号を

100－0011

7

設置設定 
リモコンモード

２／２ 

接続テレビ設定 
リモコン1

▼を押していくと
ページが変わります。

▼で「接続テレビ設定」を選び、
 を押す4

▼で「テレビアスペクト」を選び、
◀▶で設定する

普通のテレビのとき
16:9 ワイドテレビのとき

●  正常な縦横比の映像になるように、テレ
ビ側の画面モードを設定してください。

接続テレビ設定
１６：９テレビアスペクト
オートＨＤＭＩ出力解像度 

スタンダードＨＤＭＩ　ＲＧＢ出力レンジ
Ｄ3 Ｄ端子出力解像度

設定する 設定しない

16:9フル ワイドテレビで左右の黒帯を
無くして表示させるとき

4:3

5

▼で「設定する」を選び、
 を押す6

●  「はい」を選ぶと、設定した映像信号が
15秒間出力されます。

● 、ばべ選を」えいい「、は合場いなし定設
「接続テレビ設定」画面に戻ります。

いいえ はい 

映像の出力を変更します。正しく
表示されない場合は約15秒で元の設定に 
戻ります。実行しますか？ 

HDMI設定確認 
選択項目

決定
戻る◀で「はい」を選び、  を押す7

いいえ はい 

設定を変更しました。
この設定を保存しますか？

HDMI設定確認 
選択項目

決定
戻る

映像が正しく映れば
◀で「はい」を選び、  を押す8

－6－



録画予約 予約設定時の操作(STB)

予約設定時の操作

STB

次ページ参照

録画機器側

１．テープやディスクを入れる（ハードディスクに録る場合は不要です）
２．録画機器で日時指定予約（タイマー予約）をする
　・録画チャンネル（STBをつないだ外部入力チャンネル、L1・外部入力等）
　・録画モード（ビデオデッキなら標準・３倍、DVDレコーダーならXP・LP等）
　・録画の開始、終了時刻（○月○日○時○分～○時○分まで等）
３．録画待機状態にする（電源を切ればいいだけの場合もあります）
　※録画機器によって操作方法は異なりますので、録画機器の取扱説明書をよくお読み下さい

予約時刻になると…

STB

・予約した番組の映像と音声が出力
・電源オフ時は自動的に電源が入る
・電源オン時は予約番組に切り換わる 

録画機器

録画が実行される

録画機器
(ビデオデッキやDVDレコーダーなど)予約時刻になると

映像、音声信号が
出力されます

STB

録画予約の前に

録画予約時のご注意
● 外部録画機器側の設定が必要です。詳しくは、
外部録画機器の取扱説明書をご覧ください。

● 番組にコピーガードがかかっている場合は、正
しく録画されません。

● 年齢制限を設定しているときは、暗証番号を入
力しないと録画されません。

●  外部録画機器に録画中は、操作ができなくなります。
(ボタンを押すと表示窓の「●」が点滅表示します。)

●外部機器で ボ」源電「、は合場いたし止中を画録
タンを押してください。

録画中のご注意

映像・音声コードで接続した外部録画機器に録画予約する

下記の手順に従って操作を行う

予約した番組の映像と音声が出力
される 録画が実行される

番 組 の
予約操作

予約時刻
になると

〈本機側の操作など〉 〈外部録画機器側の操作など〉

「－－」を選ぶ

▼▲で「予約を登録する」を選び、
 を押す

これで、予約完了です。

 を押す ▼▲で「録画機器」を選び、
◀▶で設定する

時間指定など詳細な予約設定をする
。すまきでがとこ

▼▲◀▶で録画したい番組を選び、
 を押す

▼▲で「詳細設定」を選び、
 を押す予約する毎週予約する

詳細設定
探して毎回予約する

◀▶で「番組予約」を選び、
 を押す

見るだけ 録画

予約を登録する

録画機器
予約方式

詳細設定

その他の設定
時間指定予約へ

－－録画モード

信号設定
探して毎回予約 しない

－－

▼▲で「予約方式」を選び、
▶で「録画」を選ぶ

見るだけ 録画

予約を登録する

録画機器
予約方式

詳細設定

その他の設定
時間指定予約へ

DR録画モード

信号設定
探して毎回予約 する

HDD

映像、音声信号
（予約時刻になると） 外部録画機器

（ビデオデッキやブルーレイ
  /DVDレコーダーなど）

●テープやディスクを入れる
●本機から接続した外部入力に切り換える
●録画モードを設定する
●録画開始、終了時刻を設定して録画予約する

5

1
2
3
4

6

7
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録画予約 予約設定時の操作(STB)

予約設定時の操作

STB

次ページ参照

録画機器側

１．テープやディスクを入れる（ハードディスクに録る場合は不要です）
２．録画機器で日時指定予約（タイマー予約）をする
　・録画チャンネル（STBをつないだ外部入力チャンネル、L1・外部入力等）
　・録画モード（ビデオデッキなら標準・３倍、DVDレコーダーならXP・LP等）
　・録画の開始、終了時刻（○月○日○時○分～○時○分まで等）
３．録画待機状態にする（電源を切ればいいだけの場合もあります）
　※録画機器によって操作方法は異なりますので、録画機器の取扱説明書をよくお読み下さい

予約時刻になると…

STB

・予約した番組の映像と音声が出力
・電源オフ時は自動的に電源が入る
・電源オン時は予約番組に切り換わる 

録画機器

録画が実行される

録画機器
(ビデオデッキやDVDレコーダーなど)予約時刻になると

映像、音声信号が
出力されます

STB

録画予約の前に

録画予約時のご注意
● 外部録画機器側の設定が必要です。詳しくは、
外部録画機器の取扱説明書をご覧ください。

● 番組にコピーガードがかかっている場合は、正
しく録画されません。

● 年齢制限を設定しているときは、暗証番号を入
力しないと録画されません。

●  外部録画機器に録画中は、操作ができなくなります。
(ボタンを押すと表示窓の「●」が点滅表示します。)

●外部機器で ボ」源電「、は合場いたし止中を画録
タンを押してください。

録画中のご注意

映像・音声コードで接続した外部録画機器に録画予約する

下記の手順に従って操作を行う

予約した番組の映像と音声が出力
される 録画が実行される

番 組 の
予約操作

予約時刻
になると

〈本機側の操作など〉 〈外部録画機器側の操作など〉

「－－」を選ぶ

▼▲で「予約を登録する」を選び、
 を押す

これで、予約完了です。

 を押す ▼▲で「録画機器」を選び、
◀▶で設定する

時間指定など詳細な予約設定をする
。すまきでがとこ

▼▲◀▶で録画したい番組を選び、
 を押す

▼▲で「詳細設定」を選び、
 を押す予約する毎週予約する

詳細設定
探して毎回予約する

◀▶で「番組予約」を選び、
 を押す

見るだけ 録画

予約を登録する

録画機器
予約方式

詳細設定

その他の設定
時間指定予約へ

－－録画モード

信号設定
探して毎回予約 しない

－－

▼▲で「予約方式」を選び、
▶で「録画」を選ぶ

見るだけ 録画

予約を登録する

録画機器
予約方式

詳細設定

その他の設定
時間指定予約へ

DR録画モード

信号設定
探して毎回予約 する

HDD

映像、音声信号
（予約時刻になると） 外部録画機器

（ビデオデッキやブルーレイ
  /DVDレコーダーなど）

●テープやディスクを入れる
●本機から接続した外部入力に切り換える
●録画モードを設定する
●録画開始、終了時刻を設定して録画予約する

5

1
2
3
4

6

7
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玉島テレビ放送株式会社
デジタル放送サービス契約約款

　玉島テレビ放送株式会社（以下「当社」といいます）と、当社が設置する有線
テレビジョン放送施設により、玉島テレビ放送デジタル放送サービス（以下「本
サービス」といいます）の提供を受ける者（以下「加入者」といいます）との間
に締結される契約（以下「デジタル加入契約」といいます）は、以下の条項によ
るものとします。

（サービスの内容及び提供範囲）
第１条	 	当社は、当社がサービスを提供している区域（以下「業務区域」とい

います）内において、加入者に次のサービスを提供します。なお、放
送事業者のテレビジョン放送には、加入者が有料の視聴契約を当該放
送事業者と締結することによって視聴できるもの（以下「オプション
チャンネル」といいます）を含みます。

	 （1）基本チャンネルサービス
	 　　	当社による自主放送サービス、及び放送事業者のテレビジョン放

送（多重放送を含む）、ラジオ放送（デジタル放送）、デジタル
データ放送の同時再送信サービスの内、それぞれ別表に定める初
期費用及び基本利用料金の支払により視聴可能となるサービスで
す。

	 （2）オプションチャンネルサービス
	 　　	放送事業者のテレビジョン放送（多重放送を含む）及び自主放送

サービスの内、それぞれ別表に定める利用料金（別途加入金が必
要な場合があります）の支払により視聴可能となるサービスで
す。

	 （3）その他当社が行なうサービス

（用語の定義）
第２条	 	この約款において使用する用語は、有線テレビジョン放送法において

使用する用語の例によるほか、それぞれ以下の意味で使用します。
用　　語 用　語　の　意　味

基本加入契約 玉島テレビ放送加入約款に基づいた契約
加入者 当社とデジタル加入契約を締結した者
加入申込者 当社にデジタル加入契約の申し込みをする者

セットトップ
ボックス（STB）

当社の本サービスを視聴するために必要なデジタル方式
による受信機器。（ICカードは除きます）
※ICカード：STBに常時装着されることにより、STBを制御し、加
入者の視聴履歴を記録するためのICを組み込んだカード

リモコン等 STBに付属したリモートコントローラ等の全ての付属品
B-CASカード BSデジタル放送用ICカード
C-CASカード CSデジタル放送用ICカード

（契約の要件及び単位）
第３条	 	本サービスは、第10条に定める受信機（デジタルセットトップボック

ス、以下「STB」といいます）またはそれに代わる機器により行われ
ます。これらの機器は第11条及び第12条に定めるB-CASカード及び
C-CASカードにより制御され、加入者はこのB-CASカード及びC-CAS
カードの番号により当社にデジタルユーザー登録されます。デジタル
ユーザー登録はSTB単位となります。また、本サービスは玉島テレビ
放送株式会社施設利用加入契約約款に基づく契約（以下「加入契約」
といいます）を要件とします。

　　	２．当社は、１台のSTBごとに１契約を締結します。
　　	３．	デジタル放送サービスは、当社より貸与するB-CASカード及びC-CAS

カードを使用した場合のみご利用いただけます。
　　	４．	加入者はデジタルユーザー登録の際、その都度別途に定めるSTB登録

料を支払うものとします。
　　	５．	不特定多数者の利用に供する場所及び入場料を徴収する場所では、

STBの設置はできないものとします。

（最低利用期間）
第４条	 	本サービスにおける最低利用期間はサービス開始から６ヶ月間としま

す。
　　	２．	契約者は、前項の最低利用期間に契約の解除があった場合は、当社が

定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきま
す。

（契約の対象並びに成立）
第５条	 	デジタル放送サービス契約は当社所定の手続きを経、当社、加入者と

もに契約を承諾した時をもって成立とします。
　　	２．	第１項の条件を満たす場合があっても以下の場合には承諾しないこと

があります。
	 （1）施設利用加入契約の締結をいただけない場合。
	 （2）技術上、デジタル放送サービスの提供が困難な場合。
	 （3）加入申込者が本契約上要請される諸料金の支払いを怠るおそれ
　　　　　　　があると認められる場合。
　　	３．	有料の番組を利用する場合には、加入者は有料の番組ごとに所定の様

式に記入の上、申込んでいただきます。
　　	４．	一部の有料の番組については、二十歳未満の加入者、学生の加入者は

利用できないことがあります。
　　	５．	当社は、本人の姓名及び年齢の確認のため身分証の提示を求める場合

があります。

（利用料）
第６条	 	加入者は、別表に定める基本利用料金を当社に支払うものとします。

ただし、オプションチャンネルを希望する場合は、基本利用料金に加
算して、オプションチャンネルの利用料金を支払うものとします。

　　	２．	加入者は基本利用料金を原則として、サービスの提供を受け始めた日
の属する月の翌月から支払うものとします。

　　	３．	加入者はオプションチャンネルの利用料金を原則として、サービス提
供を受け始めた日の属する月の翌月から支払うものとします｡

　　	４．	経済環境等の変動により、前各項の各チャンネルの利用料金を改定す
ることがあります。

　　	５．	当社が設定した基本利用料金の中にはNHKのテレビ受信料（衛星受信
料を含む）及びオプションチャンネルの加入金及び利用料金は含みま
せん｡

（登録料及び取付費）
第７条	 	加入申込者は、別表に定めた登録料及びSTB取付費を必要とします。

ただし、STBを加入者自らが設置する場合、STB取付費は不要としま
す。

　　	２．	契約解約後の再加入契約の場合でも、前項の規定に準じて取り扱いま
す。

　　	３．	経済環境等の変動により、登録料及びSTB取付費を改定することがあ
ります。

（利用料等の支払方法）
第８条	 	加入者は、当社に登録料及びSTB取付費、基本利用料、オプション

チャンネル利用料、及びその他の条項に定めた費用等について別途当
社が指定する期日までに指定する方法により支払うものとします。

（オプションチャンネルの追加・変更・停止など）
第９条	 	オプションチャンネル等の各チャンネルのサービスの追加・変更・停

止などは、それらを希望する加入者が当社に所定の手続きで申込みを
するものとします。

（STB）
第10条	 	加入者は、本サービスを利用するために必要な機器であるSTB及び

STBに付属したリモートコントローラ等の全ての付属品（以下「リモ
コン等」といいます）を、当社が別表に定めたSTB料金により購入あ
るいは貸与を受けることができます。なお、付属のB-CASカード及び
C-CASカードの取り扱いについては第11条、第12条の規定によるもの
とします。

　　	２．	第１項により加入者が当社より貸与を受けるSTBについては、故障が
生じた場合、当社は無償にてその交換等、その他必要な措置を講ずる
ものとします。ただし、加入者が故意または過失によりSTB及びリモ
コン等を破損または紛失した場合には、加入者はSTB及びリモコン等
の一般販売価格相当分を当社に支払うものとします。また、当社が認
める場合を除き、加入者はリモコン等の交換を請求できません。尚、
当社より貸与を受けたSTBの機種変更を希望する場合、別途当社の定
めた機種変更手数料を当社に支払うものとします。

　　	３．	第１項により加入者が当社より貸与を受けるSTBについては、加入者
は解約時にSTB及びリモコン等を返還するものとし、加入者の故意、
過失によるSTB及びリモコン等の故障、破損、紛失等の場合は、その
実費相当分を当社に支払うものとします。

　　	４．	第１項により加入者が当社より購入するSTBの所有権は、第８条に定
める料金等の支払いが完了した時に加入者に移転するものとします。

　　	５．	第１項により加入者が当社より購入した新品のSTBに故障が生じた
場合、STBを購入した日から換算して１年間をメーカー保証期間、
メーカー保証期間満了後の２年間を当社の保証期間として取り扱い、
メーカー又は当社の負担において、その修理、交換、その他、必要な
措置を講ずるものとします。ただし、ハードディスク内蔵STB（以下
「HDD内蔵STB」といいます）の保証期間については、メーカー保証
期間の１年間のみとします。メーカー保証期間又は当社の保証期間を
過ぎている場合及び加入者の故意、過失によるSTBの故障、破損、紛
失等の場合は、その実費相当分を当社に支払うものとします。

　　	６．	第１項により加入者が当社より購入した中古品のSTBに故障が生じた
場合、STBを購入した日から換算して３ヶ月を当社の保証期間として
取り扱い、当社の負担において、その修理、交換、その他、必要な措
置を講ずるものとします。ただし、保証期間を過ぎている場合及び加
入者の故意、過失によるSTBの故障、破損、紛失等の場合は、その実
費相当分を当社に支払うものとします。

　　	７．	ハードディスク内蔵STB（以下「HDD内蔵STB」といいます）の使用
に際し、HDD内蔵STBに不具合が生じたことにより録画・編集された
データ（以下「録画内容」といいます）が消失した場合、これにより
生じた損害については、原因の如何を問わず当社はその責任を負わな
いものとします。

	 	また、SDカード、ブルーレイディスク、DVD、i.Linkケーブル･LAN
ケーブル･USBケーブル接続などによる外部機器、家庭用ビデオカメラ
などからHDD内蔵STBへコピーまたはムーブさせた録画内容について
も、消失等の責任は一切負わないものとします。

　　	８．	HDD内蔵STBが故障等により修理・交換が必要な場合、または本サー
ビスを解約する場合には、録画内容はすべて消去します。これにより
生じたあらゆる損害について、原因の如何を問わず当社はその責任を
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負わないものとします。また、購入いただいたHDD内蔵STBの修理
期間中は、ご希望の方には代替のSTBを用意させていただきますが、
ハードディスクの内蔵していない、当社指定のSTBとなりますのでご
了承ください。貸与いただいたHDD内蔵STBで修理が必要な場合、当
社指定のHDD内蔵STBとの交換対応とします。

　　	９．	HDD内蔵STBの機種変更をされる場合、録画内容はすべて消去しま
す。これにより生じたあらゆる損害について、原因の如何を問わず当
社はその責任を負わないものとします。

　　	10．	HDD内蔵STBに録画した「一世代のみコピー可」※１の番組を、他
の録画機器にデジタルのままコピーする事はできません。また、「ダ
ビング10」※２の番組については、９回まで他のデジタル録画機器へ
デジタルによるコピーが可能ですが、10回目についてはデジタルのま
まコピーすることはできません。ムーブ（移動）機能がついているデ
ジタル録画機器を使用すれば、録画された番組をデジタル録画機器に
ムーブすることはできますが、元のHDD内蔵STBの番組は消去され
ます。ただし、一部メーカー、一部機種によってはムーブに対応でき
ない場合があります。（対応機種に関しましては、メーカーのホーム
ページをご参照下さい）VHS等アナログ録画機器へのダビングは今ま
でどおり制限はありません。

　　	※１ 	デジタル信号で録画するようになると、コピーを繰り返しても、画
質・音質が劣化することがないので、不正にコピーが行われるなど、
著作権の侵害が起こる可能性があるため、BSデジタル放送/地上デジ
タル放送/CSデジタル放送の各放送局・番組供給会社では、放送にコ
ピー制御信号を付加しています。

　　	※２ 	ハードディスク内蔵STBに録画した番組は、外部デジタル録画機器に
10回までダビング（コピー９回+移動１回）が可能となり、10回目の
ダビングでSTB内の番組は移動（ムーブ）されます。

　　	11．	当社では故障交換の際でも録画内容を他の機器や外部メディアに移す
ことは一切対応致しません。録画内容を恒久的に保存したい場合は、
BD・DVDレコーダー内蔵STBの場合にはBD・DVDへ、それ以外の場
合には録画専用出力端子により、直接外部の録画機器に保存してくだ
さい。尚、BD・DVDレコーダー内蔵STBでBD・DVDにコピー又は
ムーブした際に不具合などが生じ、録画内容が消失した場合、これに
より生じた損害については、原因の如何を問わず当社はその責任を負
わないものとします。

（B-CASカードの取り扱いについて）
第11条	 	B-CASカードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コン

ディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約
款」に定めるところによります。

（C-CASカードの取り扱いについて）
第12条	 	C-CASカードの所有権は当社に帰属し、C-CASカードを必要とする

STBを利用する加入者にSTB１台につき１枚無償貸与するものとしま
す。当社の手配による以外のデ－タ追加・変更・改修は禁止し、それ
らが行われた事による当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失は
加入者が補償するものとします。本契約の解約時及び解除時は、当社
にC－CASカードを返還するものとします。また加入者が破損或いは
紛失した場合には、その損害分を当社に支払うものとします。

（STBの設置及び費用の負担等）
第13条	 	本サービスを受ける為に必要なSTB及びリモコン等は当社が設置しま

す｡また、加入者が自ら設置して頂くこともできます。加入者が当社よ
り貸与を受けるSTB及びリモコン等は、契約解除の際に当社に返却し
て頂きます。

　　	２．	加入者は、保安器の出力端子以降のすべての施設（以下「加入者施
設」といいます）を所有し、加入者施設に要する費用を負担するもの
とします。また、既存の加入者施設に起因する受信異常の修復等に要
する費用を負担するものとします。ただし、加入者は、修復の際の使
用機器、工法等については当社の指定に従うものとします。

　　	３．	当社は、放送センターから保安器までの施設（以下当社施設といいま
す）を所有、管理します。

　　	４．	加入者は、加入者の各種変更の希望により当社施設及び加入者施設に
工事が生じる場合には、その費用を負担するものとします。

（著作権及び著作隣接権侵害の禁止）
第14条	 	加入者は、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

内において使用する場合を除き、ビデオデッキ、インターネットその
他の方法により、本サービスの複製及びかかる複製物の上映、配信、
売買、その他本サービスに対して有する著作権及び著作隣接権を侵害
する行為をすることはできません。

（保守責任）
第15条	 	当社は当社施設及び当社より貸与を受けたSTBの維持管理責任を負

うものとします。ただし、加入者は当社の維持管理の業務遂行時に、
サービス提供が一時停止することがあることを了承するものとしま
す。

　　	２．	当社は加入者から当社施設及び当社より貸与を受けたSTBに異常があ
る旨、申出があった場合は、これを調査し必要な処置を講ずるものと
します。ただし、保安器の出力端子以降の施設及び受信機等に起因す
る場合は加入者の責任とし修復に要する費用は加入者負担とします。

　　	３．	当社の保守責任範囲は、施設の性格上、放送センターから保安器まで
及び当社より貸与を受けたSTBとし、その施設に故障事故等が生じた

場合の修復に要する費用は当社の負担とします。

（設置場所の変更等）
第16条	 	加入者は変更先が同一敷地内の場合に限り、STB等の設置場所を変更

できるものとし、その変更に要する費用は加入者が負担するものとし
ます。

（デジタル放送サービス契約の解約）
第17条	 	加入者はデジタル放送サービス契約を解約しようとする場合、文書で

所定の書式により当社にその旨を申出るものとします。
　　	２．解約の場合、登録料及びSTB取付費の払い戻しはいたしません。
　　	３．	解約の場合、加入者は第６条の規定による利用料を解約の日を含む月

分まで支払うものとし、日割り計算での払い戻しはいたしません。
　　	４．	第１項による解約の場合、当社は加入者が当社より貸与を受けている

STBを撤去します。なお、撤去に伴い加入者が所有、占有する敷地、
家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担す
るものとします。

	（無断使用等の禁止）
第18条	 	加入者が配線等及びビデオテープ或いはDVD等のメディアより、当社

のサービスを第三者に提供することは、有償、無償にかかわらず禁止
します。

（加入者にかかわる個人情報の取り扱い）
第19条	 	当社は保有する個人情報諸情報（加入者個人に関する情報で、加入者

個人を識別できる情報をいいます。以下「個人情報」といいます。）
については、個人情報の保護に関する法律、個人情報の保護に関する
基本方針、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針に基づく
ほか、当社が定める基本方針に基づいて適正に取り扱います。

（統計情報の取扱い）
第20条	 	当社は、契約者が放送サービスおよび附帯サービスを利用することに

よってSTBから取得できる情報を管理します。
　　	２．	前項に定める情報（個人を特定できる情報は含みません）は、当社が

統計・集計等を行い、当社の営業・プロモーション活動に活用するこ
とがあります。

　　	３．	当社は、契約者の本サービス利用に関する視聴率等の統計情報（個人
を特定できる情報は含みません）を作成することができる事としま
す。なお、当該統計情報およびこれらに基づく情報は当社のみに帰属
し、契約者は如何なる権利も持たないものとします。

（定めなき事項）
第21条	 	この約款に定めなき事項が生じた場合は、「玉島テレビ放送株式会社

施設利用加入契約約款」に従うものとします。また「玉島テレビ放送
株式会社施設利用加入契約約款」にも定めなき事項については、当
社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に
当たるものとします。

（約款の改訂）
第22条	 この約款は総務大臣に届け出た上、改訂することがあります。

（付則）
　　　　（1）	当社は特に必要あるときは、本約款に特約を付することができる

ものとします。
　　　　（2）この約款は、2007年７月１日より施行します。
　　　　　　		改正　2007年10月１日より施行します。
　　　　　　		改正　2008年７月１日より施行します。
　　　　　　		改正　2009年１月１日より施行します。
　　　　　　		改正　2009年９月１日より施行します。
　　　　　　		改正　2009年10月１日より施行します。
　　　　　　		改正　2010年１月１日より施行します。
　　　　　　		改正　2010年３月１日より施行します。
　　　　　　		改正　2010年７月１日より施行します。
　　　　　　		改正　2010年11月１日より施行します。
　　　　　　		改正　2011年３月１日より施行します。
　　　　　　		改正　2011年４月１日より施行します。
　　　　　　		改正　2011年５月１日より施行します。
　　　　　　		改正　2011年10月１日より施行します。
　　　　　　		改正　2012年６月１日より施行します。
　　　　　　		改正　2013年４月１日より施行します。
　　　　　　		改正　2013年７月１日より施行します。
　　　　　　		改正　2013年10月１日より施行します。
　　　　　　		改正　2013年12月１日より施行します。
　　　　　　		改正　2014年４月１日より施行します。
　　　　　　		改正　2014年10月１日より施行します。
　　　　　　		改正　2015年２月１日より施行します。
　　　　　　		改正　2015年10月１日より施行します。
　　　　　　		改正　2016年５月１日より施行します。
　　　　　　		改正　2016年10月１日より施行します。
　　　　　　		改正　2017年４月１日より施行します。
　　　　　　		改正　2017年８月１日より施行します。



第１条（カードの使用目的）
このカードには、CATV用受信機器を制御する集積回路
（IC）が内蔵されており、ご加入のCATV会社がカードの使
用を認めたCATV用受信機器において、ご加入のCATV会社
が行う地上デジタルテレビジョン放送、BSデジタル放送お
よび110度CSデジタル放送の再送信、ならびに著作権保護に
対応した自主放送（以下まとめて「放送サービス」といいま
す）を受信する目的で使用されます。

第２条（カードの所有権と使用許諾）
このカードの所有権は、当社に帰属します。

２．	この契約に基づき、お客様およびお客様と同一世帯の方がこ
のカードを使用できます。

第３条（カードの管理）
お客様は、このカードをCATV用受信機器に常時装着した状
態で使用・保管し、カードが紛失、盗難、故障および破損す
ることのないように十分注意してください。

第４条（カードの故障交換等）
カードが原因と思われる受信障害が発生した場合は、ご加入
のCATV会社に連絡してください。CATV会社は、カードの
故障による受信障害の場合はそのカードを交換いたします。
次の各号のいずれかに該当する場合は、別表に定めるカード
再発行費用をお支払いいただく有償交換、それ以外の場合は
無償での交換となります。
①カードの使用を開始してから、３年以上経過している場合｡
②	カードの故障が、お客様の不適切な取扱いに起因するもの
である場合。

２．	当社に故意または重大な過失があった場合を除き、カードの
故障により、第１条の放送サービスが受信できないことによ
る損害が生じても、当社はその責任を負いません。

第５条（カードの破損、紛失、盗難等および再発行）
カードの破損、紛失または盗難等により、お客様がカードを
使用できなくなった場合、ご加入のCATV会社に連絡してく
ださい。CATV会社は所定の手続きに基づいてカードの再発
行を行います。この場合、お客様は、別表に定めるカード再
発行費用をお支払いいただきます。

第６条（カードの交換依頼）
カードの不具合やシステム変更（バージョンアップ）等、当
社の都合によりカード交換が必要となった場合、ご加入の
CATV会社を通じてお客様にカード交換をお願いすることが
あります。

第７条（不要になったカードの処置等）
ケーブルテレビの加入契約解除等によりカードが不要となっ
た場合は、ご加入のCATV会社にカードを返却してくださ
い。カードの返却があった場合、この契約は終了します。

第８条（禁止事項）
このカードを、第１条のカードの使用目的に反して、ご加入
のCATV会社がカードの使用を認めたCATV用受信機器以外
の受信機器に使用し、あるいはご加入のCATV会社が行う放
送サービスの受信以外の目的に使用することはできません。

２．	カードの複製、分解、改造、変造若しくは改ざん、または
カードの内部に記録されている情報の複製若しくは翻案等、
カードの機能に影響を与え、またはカードに利用されている
知的財産権の侵害に繋がる恐れのある行為を行うことはでき
ません。

３．	カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。
４．	カードを第三者にレンタル、リース、賃貸または譲渡するこ
とはできません。

第９条（損害賠償）
お客様が第８条に違反する行為を行い当社に損害を与えた場
合、当社は、お客様に対し損害の賠償を請求することがあり
ます。

第10条（約款の変更）
この約款は変更することがあります。この約款の変更事項ま
たは新しい約款については、当社のホームページ（http://
www.b-cas.co.jp）に掲載します。

[別表]	カード再発行費用
第４条第１項および第５条に規定するカード再発行費用
2,050円（消費税込み）以下でCATV会社の定めによる

２．	前項のカード再発行費用は、ご加入のCATV会社へお支払い
いただきます。

株式会社 ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ

CATV専用

CATV専用B-CASカード使用許諾契約約款（KB0008F）

お客様が使用するケーブルテレビ用のセットトップボックス等（以下「CATV用受信機器」といいます）には、デジタル放送を受信する
ためのICカード（CATV専用B－CASカード）（以下「カード」といいます）が添付されています。
このカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ（B－CAS社）（以下｢当社｣といいます）が一般社団法人日本
ケーブルテレビ連盟（以下「JCTA」といいます）と契約し、JCTAを経由してご加入のケーブルテレビ局（以下「CATV会社」といいま
す）に配布しているものです。
当社は、このカードを、この約款の契約（CATV専用B－CASカード使用許諾契約）に基づいてお客様に貸与します。お客様がCATV会社
の用意する書面においてこの約款に同意すると、当社との間に契約が成立しますので、事前にこの約款を必ずお読みください。
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＜STBについての確認事項＞

パナソニック製 TZ-LS200P

特　　徴　　EPG(電子番組表)、データ放送も楽しめる

接続端子　　HDMI端子、ピンジャック音声・映像端子

[サイズ]　　215(幅)×198(奥行き)×57.5(高さ)mm

①宅内配線について
お客様宅の宅内配線状況によっては、STBを取り付けた場合に一部、あるいは全部のチャンネルが映らない場
合があります。この場合、宅内配線等をデジタル対応品(分配器や配線の交換、ブースターの取付など)に交換
する必要があります｡(実費)

②STBの取り扱い
今後、弊社が採用するSTBのメーカー、機種、機能、仕様等は予告なく変更される場合があります。また、新
機種への変更をご希望の場合は、変更手数料5,000円＋消費税を申し受けます。

③コース変更について
STB設置後、ご加入コースを変更される場合は、変更手数料3,000円＋消費税が必要です。

④STBとの接続ケーブルについて
●テレビがHDMI端子付きのものでしたら、HDMIケーブルで接続する事により、ハイビジョンの鮮明画像をご
覧頂けます。
●STBを録画機器に接続する場合、AVコードでの接続となります。

⑤STBの故障時について
自然故障の場合は、無償にて良品に交換致します。お客様の故意または過失等により、破損､故障した場合には
修理費をご請求させていただきます。

⑥STBのリモコンについて
STBのリモコンは消耗品扱いとなります。破損、紛失、耐用年数経過によりご使用いただけなくなった場合、
2,000円＋消費税にて新たにお買い上げいただきます。

⑦B-CAS・C-CASカードについて
カードは弊社からの貸与となります。

⑧ハイビジョン放送について
ハイビジョン放送をご視聴される場合は、デジタルテレビ(HDMI端子付)が必要です。これ以外の従来のテレ
ビでは、標準画質でのご視聴になります。また、STBから録画器へのハイビジョン画質での番組録画は出来ま
せん｡(通常画質での録画となります)
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故障かな!?(抜粋)

症　状 原　因　と　処　置

リモコンで
操作できない

●画面表示ボタンで、画面表示が出る状態にしていませんか？
→再度、画面表示ボタンを押してください。

チャンネル番号が
画面から消えない

●本機は放熱のため天面の一部で温度が高くなります。品質・性能には
異常ありません。（風通しの良い所に設置してください。）天面に触れると熱い

●「接続テレビ設定」が、接続されているテレビに合っていますか？
●ワイドテレビの場合、映像に合った画面モードに設定されていますか？

横長映像や縦長映像
になる

●自動的に放送情報を受信するため、DATAランプが一時的に点灯する
場合があります。（通常、深夜から早朝）

電源「切」時にDATA
ランプが点灯する

●本機は電源を入れても、ソフトウェアが起動して映像を表示する
までに時間がかかる場合があります。
●機能待機「する」に設定すると、出画時間を早くすることができます。

電源を入れても映像
がすぐに出ない

●テレビ側の入力切換え（テレビ／ビデオ）は間違っていませんか？
●接続している端子がしっかりと取り付けられているか確認してください。

映像も音も出ない

●降雨対応放送になっていませんか？
→雨の影響により、衛星からの電波が弱くなっている場合は、ケーブル
テレビ局で電波が弱くても受信可能な降雨対応放送に切り換える場合
があります。降雨対応放送は画質、音質が少し悪くなります。天候が
回復すれば、元の画質や音質に戻ります。

画質や音質が
少し悪くなった

●見るだけ予約をして、電源が「切」になっていませんか？
　→見るだけ予約した場合、電源を「切」にしていると予約が実行されません。

見るだけ予約が
実行されない

●電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか？
●リモコン受信部に向けて操作していますか？
●電池交換により、リモコンモードの設定が変わる場合があります。
●リモコンモードの設定は違っていませんか？
●受信異常により、本機の操作ができなくなる場合があります。
　→本体前面にあるリセットボタンを押していただくか電源プラグを一度
　　抜き、しばらくした後、再度電源プラグを差し込み動作を確認してく
　　ださい。
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メッセージ表示一覧(抜粋)
本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。主なメッセージと
その内容は下記の通りです。

内容メッセージ

視聴できません。
視聴するには、「決定」ボタンを押してください。

気象条件などにより、信号品質が低下してい
ます。

緊急警報放送が開始されました。「決定」ボタンで選
局、「戻る」ボタンで本メッセージを非表示にします。

C-CASカードを正しく挿入してください｡

B-CASカードを正しく挿入してください｡

緊急警報放送が始まると表示されます。必ず放送内容を確認
するようにしてください。
ICカードの挿入方向の間違い、または使用できないカードが
挿入されると表示されます。本機専用のICカードを正しく
挿入してください。
ICカードが挿入されていない場合にも表示されます。

信号が受信できません。ケーブルの接続を確認し
てください。接続に問題がない場合は、ご加入の
ケーブルテレビ局へ連絡してください｡(E202)

● ケーブル宅内線の接続不良などでケーブル入力信号が
正しく入力されていないと表示されます。
ケーブル宅内線の接続などを確認してください。

● 

このチャンネルはご覧いただけません。ご加入
のケーブルテレビ局へ連絡してください｡(E205)

視聴するために契約が必要な番組を選局すると表示されます。
玉島テレビにご相談ください。

C-CASカード（またはB-CASカード）の交換が必要で
す。ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。

このC-CASカード（またはB-CASカード）は使用できませ
ん。ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。

ICカードの交換が必要なときに表示されます。
玉島テレビにご連絡ください。

。すまれさ示表に合場の常異がターデ信送のめたるす信受。んせまきで信受、在現
有料番組の購入をしなかった場合などに表示されます。
決定ボタンで、再度選局操作が行えます。

視聴条件によりご覧いただけません。ご加入の
ケーブルテレビ局へ連絡してください。
このチャンネルは契約されていません。ご加入
のケーブルテレビ局へ連絡してください｡(E103)

ワイド（16：9）放送の番組を予約するときに、予約設定の「その他
の設定」画面で「サイドカット」を「する」に設定すると表示します。
両端に黒帯がある映像の場合、黒帯部分を切り取った映像で録画で
きますが、黒帯の無い映像の場合に設定すると、映像の両端が切り
取られた映像になりますので、ご注意ください。

番組がワイド放送の場合、両端を切り取った

その他の症状につきましては本機の説明書をお読み下さい。

映像に変換して出力します。
（データ放送時を除く）

視聴制限のチャンネルスキップ設定でスキップ設定したチャ
ンネルを選局しています。

チャンネル制限が設定されている為選局できま
せん。

天候の影響などで受信障害が発生している、または放送さ
れていないチャンネルを選局していると表示される場合が
あります。　

雨等の影響により、衛星からの電波が弱くなったため、引き
続き放送を受信できる降雨対応放送に切り換えると表示され
ます。画質、音質が少し悪くなります。また、番組情報も表
示できない場合もあります。
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｢　　　　　　　 ｣
サポートセンターのご案内

例えばこんなとき…

リモコン操作が
わからない

決定

テレビの
チャンネル調整

1ch　NHK総合
2ch　NHK教育
3ch　サンテレビ
4ch　西日本放送　

その他テレビ周りに
関してお困りのこと

？

ＳＴＢの取り付け
方法がわからない

チャンネル調整画面

テレビ周りに関することでお困りの場合は、サポートセンターに
お気軽にお電話ください。

お電話によるサポートだけでは解決できない場合には、｢出張サポート(有料)｣にお伺いいたします！

0120-37-7075

H30.10.1 改訂◉乱丁、落丁はおとりかえいたします。


