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本機のテレビは日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「ワンセグ」に対応しています。
.海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

デジタルテレビについて

. a b c d
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デジタルテレビ

.自転車やバイク、自動車などの運転中

は、テレビを利用しないでください。

周囲の音が聞こえにくく、映像や音声

に気をとられるため、交通事故の原因

となります。

〔道路交通法により、運転中の携帯電話

の使用は罰則の対象となります。

（2004年11月１日改正施行）〕

また、歩行中でも周囲の交通に十分ご

注意ください。踏切や横断歩道などで

は特にご注意ください。

.充電しながらテレビを利用するときに

ACアダプタのコードをアンテナに近づ

けると、映像に影響を与えることがあ

ります。

.テレビ利用中に通話／メール受信した

り、他の携帯電話などに近づけると、

テレビの映像や音声に影響を与えるこ

とがあります。

.電波の受信状況が悪い次のような場所

では、テレビが正常に利用できないこ

とがあります。

,放送局から遠い地域または放送局か

ら極端に近い地域

,山間部やビルの陰

,移動中の電車や自動車の中

,高圧線、ネオン、無線局の近くなど

,線路や高速道路の近くなど

,その他、妨害電波が多かったり、電

波が遮断されたりする場所

本機のテレビ受信用のアンテナは、画

面側に内蔵されています。テレビを視

聴するときは、オープンポジションに

して受信感度のよい方向に向けてくだ

さい。

テレビ利用時のご注意 テレビ受信用アンテナについて
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デジタルテレビ

はじめてテレビを起動したとき、視聴

する地域に合わせて、自動的にチャン

ネルが設定されます。

1(（長く）

.設定が終了すると、チャンネル一
覧が表示されます。

2%　

.このあとテレビが起動します。

チャンネルを設定する チャンネル設定：P.7-8

受信地域を設定するとき
(（長く）SBS「チャンネル

設定」S%S「地域の設定」S%
S地域選択S%S都道府県選択S
%S地区選択S%S%
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デジタルテレビ

チャンネル設定が済んでいる状態での

視聴方法を説明します。

1(（長く）

テレビ画面

2ダイヤルボタンで選局

.１局ずつ選局するときはa／
b、感度のよいチャンネルを自
動的に選局するときはa／b
を長く押します。

3"S「はい」S%
Sテレビ終了

.パネルを表示すると、画面右側にテレ

ビ視聴中のボタンのはたらきが表示さ

れます。

※棒の数が多いほど受信状態が良好で

す。

.画面によっては、マークの位置が変わ

ることがあります。

テレビを視聴する テレビ視聴：P.7-8

テレビ視聴中に着信があると
.!を押すと、電話に出られます。

テレビ視聴中にメールを受信すると
.メール通知音と画面表示で受信をお

知らせします。

テレビで使用するおもなボタン

メニュー表示 B　

パネル表示On／Off A　

音量調節 c／d

パネルの見かた

1 放送局名 4 テレビ受信状態※

2 チャンネル 5 ボタンのはたらき

3 番組名

1

2

3

4

5
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デジタルテレビ

現在視聴中の番組（および後続の番

組）の詳しい情報を確認できます。

1テレビ画面で%

2番組選択S%
.テレビ画面に戻るときは、$を
２回押します。

横画面視聴時に画面の一部（９分割し

た１つ分）を一時的に拡大することが

できます。（横画面部分拡大）
.視聴方法によっては、利用できないこ

とがあります。

1テレビ画面で1～9（長く）

.各ボタンは次の場所に対応してい
ます。

設定した時間が経過したあと、自動的

にテレビを終了させることができま

す。（おやすみタイマー）

1%S「楽しい機能」S%

2「テレビを見る」S%
S「テレビの設定」S%

3「おやすみタイマーを設定する」

S%S時間選択S%

番組情報を取得する 画面の一部分を拡大する

3（左上）6（中央上） 9（右上）

2（左） 5（中央）8（右）

1（左下）4（中央下） 7（右下）

おやすみタイマーを設定する
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デジタルテレビ

番組に関連した情報などを入手した

り、番組に参加したりすることができ

ます。
.データ放送を利用するときは、縦画面

での視聴となります。

1テレビ画面でB
S「画面や音の設定」S%

2「視聴画面の設定」S%
S「映像＋データ放送」S%

.画面下部にデータ放送が表示され
ます。（データ放送視聴画面）

データ放送を利用する データ放送：P.7-9

データ放送利用時の通信料について
.データ放送を見る（放送で情報を受

信する）ときは、通信料はかかりま

せん。インターネットを利用したサー

ビスを利用するときに通信料がかか

ります。

.テレビ起動後はじめて通信料が発生

するときは、確認画面が表示されま

す。了解すれば、以降チャンネルを

変えるまでは通信料が発生しても確

認画面は表示されませんので、ご注

意ください。

a／bの役割を切り替えるとき
.データ放送視聴画面でAを押すと、

a／bの役割が「音量操作」⇔

「データ操作」と切り替わります。

,「データ操作」設定時、a／bで

データ放送内の項目を選び%を押

すと、番組の情報を入手したり、番

組に参加したりすることができま

す。
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チャンネル設定

番組の受信サービ
スを切り替えたい

テレビ視聴中にBS「チャンネル設定」

S%S「サービス選局」S%S受信サー

ビス選択S%
.受信サービスが選択できる番組で操作できま

す。

テレビ視聴

映像の明るさを変
更したい

テレビ視聴中にBS「画面や音の設定」

S%S「明るさの設定」S%Sc／

dS%　

テレビ画面の表示
を変更したい

テレビ視聴中にBS「画面や音の設定」

S%S「視聴画面の設定」S%S項目

選択S%

音の効果を変更し
たい

テレビ視聴中にBS「画面や音の設定」

S%S「音の種類の設定」S%S効果

選択S%

テレビ画面での操
作を確認したい

テレビ視聴中にBS「操作説明を見る」

S%　

テレビの音声をス
ピーカーで聴きた
い

%S「楽しい機能」S%S「テレビを

見る」S%S「テレビの設定」S%S
「イヤホンを差したときの出力先」S%S
「スピーカー」S%

字幕の設定を変更
したい

/テレビ視聴中にBS「字幕／

音声設定」S%S「字幕の設定」S%S
下記の操作

常に字幕を表示する
「On」S%

字幕を表示しない
「Off」S%

音声の設定を変更
したい

/テレビ視聴中にBS「字幕／

音声設定」S%S「音声の設定」S%S
下記の操作

副音声を聴く
「副」S%

主音声と副音声の両方を聴く
「主＋副」S%
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■データ放送設定
.データ放送を利用しているときに有効です。

■テレビリンク

データ放送

データ放送を全画
面で表示したい

テレビ視聴中にBS「データ放送設定」

S%S「全画面で表示」S%
.テレビ画面に戻るときは、Aを押します。

データ放送のトッ
プページに戻りた
い

テレビ視聴中にBS「データ放送設定」

S%S「トップに戻る」S%

データ放送の画像
の保存先を本体に
したい

テレビ視聴中にBS「データ放送設定」

S%S「画像保存先設定」S%S「本

体メモリ」S%

インターネット接
続時に確認画面を
表示しない

テレビ視聴中にBS「データ放送設定」

S%S「通信確認設定」S%S「Off」
S%　

位置情報を利用す
るかどうか設定し
たい

/テレビ視聴中にBS「データ

放送設定」S%S「位置情報利用」S%
S下記の操作

位置情報を常に利用する
「On」S%

位置情報を常に利用しない
「Off」S%

製造番号などの情
報を送信しない

テレビ視聴中にBS「データ放送設定」

S%S「製造番号利用」S%S「Off」
S%　

データ放送時に保
存された情報を削
除したい

/テレビ視聴中にBS「データ

放送設定」S%S「放送局メモリ削除」

S%S下記の操作

放送局ごとに削除する
放送局選択SBS「削除」S%S「は

い」S%

すべて削除する
BS「全件削除」S%S「はい」S%

データ放送や関連
情報へのリンクを
登録したい

データ放送視聴中に「テレビリンク登録」

などの項目選択S%
.操作方法や項目名は番組によって異なりま

す。データ放送内の情報を参照してください。

登録したテレビリ
ンクを利用したい

テレビ視聴中にBS「テレビリンク」S
%Sテレビリンク選択S%
.テレビリンクを利用すると、通信料がかかる

ことがあります。

テレビリンクの詳
細情報を確認した
い

テレビ視聴中にBS「テレビリンク」S
%Sテレビリンク選択SBS「詳細情

報」S%

テレビリンクを削
除したい

/テレビ視聴中にBS「テレビ

リンク」S%S下記の操作

１件削除する
テレビリンク選択SBS「１件削除」S
%S「はい」S%

すべて削除する
BS「全件削除」S%S「はい」S%



こんなときは
7-10

テ
レ
ビ

7

テレビ視聴

3 テレビが起動できない

.電池残量が少なくなっていません

か。電池残量が不足しているとテ

レビを起動できません。電池パッ

クを充電するか、充電されている

予備の電池パックと交換してくだ

さい。

3 テレビが視聴できない

.テレビ受信状態は良好ですか。テ

レビ電波の強度を表す棒が多く表

示される場所まで移動してくださ

い。（通信用の電波が届く場所で

あっても、テレビの電波が届く場

所でなければ、テレビは視聴でき

ません。）

.本機をしばらく使っていなかった

のではありませんか。ネットワー

ク自動調整を行ってください。

.ソフトバンクの契約を解除してい

ませんか。ソフトバンクの契約を

解除したとき、テレビは視聴でき

ません。
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