
取扱説明書

9インチポータブル
地デジチューナー内蔵

DVDプレーヤー

GRAMO-P9F1CPRM対応

●この度はGRAMO-P9F1をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。
ご使用になる前に必ず取扱説明書全編をよくお読みの上、正しく理解されてからお使いくだ
さいますよう、お願い申し上げます。

●お読みになったあとは、お問合わせに必要な本製品保証書と購入レシートと共に、いつで
も見られるところに必ず保管して下さい。ご購入後の各種お問合せに必要になりますので、
紛失しないよう大切に保管してください。
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風呂、シャワー室など、水のかかる恐れのある場所には置かないこと
　火災・感電の原因になります。

電源プラグは先に本機に接続してから交流100Ｖのコンセントに接続し、付属の専用Ａ
Ｃアダプターを使用すること
　接続順を逆にしたり、付属品以外を使用したり、また交流100Ｖ以外を使用すると、
　火災・感電の原因となります。　ＤＣプラグはＤＣ１２Ｖマイナスアース車専用です。
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濡れた手で電源プラグを抜き差ししないこと
　感電の原因になります。



リモコンに使用している電池は、
「 指定以外の電池を使用しない事 」「 極性(＋)(ー)を間違えて挿入しない事 」「 充電・加熱･分解･シ
ョートしたり、火の中に入れたりしない事 」「 電池に表示されている【使用推奨期限】を過ぎたり、
使い切った電池をリモコンに入れたまま放置しない事 」
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また、以下のメディアも再生することができます。

●DVDビデオフォーマットのDVD-Rディスク

●CPRM/VRモードで地デジ放送を録画し、且つファイナライズ処理されたDVD-Rディスク

●ビデオモードでアナログ放送を録画し、且つファイナライズ処理されたDVD-Rディスク

●CD-DAフォーマット（音楽用CD）のCD-Rディスク

●MP3、MPEG4またはJPEG形式のファイルが記録されたCD-Rディスク
　
　※上記のディスクであっても、録画されたDVDレコーダーとディスクと本機との相性により

　再生できない場合もありますので、予めご了承ください。

　※パソコンにて録画されたディスク、DVDレコーダー以外の機器によって作成された　　　

　ディスク、短い収録時間のディスクでは再生できない場合もありますので、予めご了承く

　ださい。

　※H.264／MPEG4AVC形式のファイルは非対応です。

　※本機はNTSCテレビ方式に適合したプレーヤーです。他のテレビ方式（PAL、SECAM）表示の

　ディスクには使用できません。

　※DVD±R DLには対応しておりません。また、MP3等のデータは状況により再生できない場合

　があります。ファイナライズ未処理のディスクは再生できませんので、ご注意ください。

■CPRMについて

　CPRMとはContent Protection for Recordable Mediaの略で、コピーを制限する著作権保

護技術のことです。デジタル放送をディスクにダビングし再生するには、CPRM対応のディス

クと再生機器が必要になります。

■ファイナライズについて

　ファイナライズとは、映像をダビングしたディスクと再生機器の互換性を高めるための処理

のことです。例えば、映像をダビングしたディスクを再生する場合、そのディスクにダビン

グをした機器（DVDレコーダー等）では再生が可能なのに、同じディスクを他の機器で再生

しようとするとディスクエラーとなる場合があります。これは、ダビングを行った機器では

ディスクにデータが記録されている場所が認識できるが、それ以外の機器ではデータの場所

が分からないために起こる現象です。このような事態を避け、そのディスクに記録したデー

タを他の機器でも再生可能なデータ配列にするためにファイナライズという処理が必要にな

ります。
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⑧決定（OK）

⑨方向ボタン左
　／早戻し

⑩方向ボタン下
　／前へスキップ

⑪音量－
⑫再生/一時停止

⑬メニュー

⑭オートサーチ

⑮方向ボタン上
　／次へスキップ

⑯方向ボタン右
　／早送り

⑰音量＋
⑱停止

⑲USB端子

⑳SDカードスロット

　ヘッドホン端子

右側面部

左側面部

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑥入力切替

⑦設定

　AV出力端子

　AV入力端子

　電源スイッチ

　電源端子

　メンテナンス用スロット
 （通常は使用しません）

　 miniB-CAS
　カードスロット

　アンテナ端子
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電源の接続

●ACアダプターの接続

付属のACアダプターを本体右側の電源端子とコンセントに接続します。（上図参照）

●車用シガーライターアダプター（付属）の接続

付属の車用シガーライターアダプターを本体右側の電源端子と車のシガーソケットに接続しま
す。（上図参照）

※電源スイッチが切になっていることを確認してください。
※ACアダプターは必ず付属のものをお使いください。

車のシガーソケット〔12Ｖ〕

本体側面端子部

! ご注意ください

※車用シガーライターアダプターを使っての充電はおやめください。

※車用シガーライターアダプターは〔12V〕車でのみお使いいただけます。その他の車では
　絶対に使用しないでください。

※車のエンジンをかける前に接続するのはおやめください。故障の原因になります。

! ご注意ください

本体側面端子部
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外部機器との接続

●テレビとの接続

本機で再生した映像を、外部のテレビ画面で視聴することができます。本体右側のAV出力端子 
とテレビの入力端子をAVケーブルで接続してください。（下図参照）
テレビ側の設定に関しては、お使いのテレビの取扱説明書をご参照ください。

AVケーブル（付属品）

TV

本体側面端子部

(黄)

(赤)

(白)

映像入力端子
( Audio IN )

音声入力端子
( Video IN )

音声入力端子
( Video IN )

AVケーブル（付属品）

本体側面端子部
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充電について

充電方法

本機にはリチウムイオン電池が内蔵されており、充電済みであれば電源がない場所でも使
用することができます。電源オフ時に空の状態から充電を開始した場合、約４時間でフル
充電になります。

ＤＶＤは約３時間の再生、地上デジタル放送は約２時間の視聴（音量最小時）が可能です。
（地上デジタル放送視聴可能時間は受信電波環境に左右されます）

※音量を最大にする等、条件によっては上記時間より短くなることがあります。また電源が
オンになっている状態で充電しますと、満充電まで上記時間よりも長くかかります。）

1.電源ボタンをオフにした状態で、付属のACアダプターを本体右側の電源端子とコンセン
トに接続します。（電源ボタンがオンになっていると電源オフ時よりも満充電まで時間が
かかります。）

2.充電中は本体前面の充電ランプが赤色に点灯します。このランプの点灯が緑色に変わる
と充電完了です。

充電と再生時間
●充電池は満充電するたびに充電池自体の充電最大容量が少しずつ少なくなっていきます。

充電後の再生時間は、お客様の充電環境と再生回数・再生方法に依存します事をご了承
下さい。

●充電池の容量が全て無くなってから次の満充電をする事で、充電池の寿命を長持ちでき
ます。

●本機は内蔵式充電池ですので、ご自身での充電池交換(解体等)は絶対にしないで下さい。

※充電が完了したら、速やかにACアダプターのプラグをコンセントから外してくださ
い。過度の充電は故障や事故の原因となりますので、ご注意ください。

※電源スイッチがオフになっていることを確認してください。

※ACアダプターは必ず付属のものをお使いください。

※車用シガーライターアダプターを使っての充電はおやめください。

※本DVDプレーヤーは12V車でのみお使いいただけます。その他のお車では絶対に使用

しないでください。

※車のエンジンをかける前に接続するのはおやめください。故障の原因になります。

! ご注意ください
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リモコンの使用方法

リピート

ランダム クリア

A-B

プログラム

オート
サーチ

画面切替入力切替 消音時間

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

①画面切替ボタン

　画面モード[4:3／16:9]の切替えを行

います。

②入力切替ボタン

　ディスク／地デジ放送受信の切換を

行います。

③リピートボタン

　ディスクの再生中、チャプターやタ

イトルごとに繰り返し再生します。

④A-Bリピートボタン

　再生中任意の箇所を設定し、繰り返

し再生します。

⑤プログラムボタン

　プログラム再生の設定時に使用します。

⑥ランダムボタン

　ランダム再生をします。

⑦クリアボタン

　プログラム設定時に使用します。

⑧戻るボタン

　前の画面に戻ります。

⑨音声ボタン

　音声を切替える時に使用します。

⑩アングルボタン

　ディスクの再生中、映像のアングル

を切替えます。

⑪表示ボタン／受信CHボタン

　再生中のディスクの情報を表示します。

　／チャンネルリストを表示します。

⑫メニューボタン／番組表ボタン

　再生中に押すとメニューに戻ります。

　テレビの番組表を表示します。

⑬方向ボタン

　メニュー項目やチャンネル等の選択

に使用します。

⑭決定ボタン

　各種設定や選択を決定します。

⑮オートサーチボタン

　地デジ放送を視聴中に押すと、ご利

用地域の放送局を検索します。

⑯再生/一時停止ボタン

　再生や一時停止を行います。

⑰停止ボタン

　再生中に押すと再生を停止します。

戻る

番組表

受信ＣＨ



リピート

ランダム クリア

A-B

プログラム

オート
サーチ

画面切替入力切替 消音時間

戻る

番組表

受信ＣＨ
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リモコンの使用方法

⑱時間ボタン

　ディスクの再生中に押すと、経過時間や

チャプター等の情報を表示します。

⑲消音ボタン

　ディスクの再生中、音声を消します。

⑳数字ボタン

　場面や曲の番号を直接入力する場合に

使用します。

　 ズームボタン

　再生中に押すと画面の倍率が変化しま

す。

　 字幕ボタン

　字幕を切替える時に使用します。

　スローボタン

　スロー再生をします。

　 コマ送りボタン

　ディスクの再生中コマ送りを行います。

　 音量＋－ボタン

　音量＋を押すと音量が大に、音量－を押

すと音量が小になります。

　 設定

　設定画面を表示します。

　 早送り/巻戻しボタン

　ディスクの再生中、早送り/早戻し再生を

行います。

　 スキップ送り/スキップ戻しボタン

　ディスクの再生中に押すと、次もしくは前

のチャプターを再生します。

⑱ 

⑲

⑳



 リモコンの電池交換の方法
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　　  注意事項

●リモコンを落としたり濡らしたりしないでください。

●使用中にリモコンが効かない現象が生じた時は、電池の交換を行ってください。

●電池が切れたらすぐに交換してください。そのまま放置すると液漏れの危険

性があります。

●液漏れした場合は、液に触れないように注意して、廃棄してください。

■準備

■使用方法

①電池ホルダーのツメを押しながら引き出します。

③電池ホルダーを戻します。

※付属のリモコン電池はテスト用ですので、早めに新品と交換してください。

（CR2025（3V）のボタン電池１個を使用します。）

②電池ホルダーに電池をセットします。（プラス極がリモコン背面側に来ます。）

コイン等をはさみ
引き出す



スライドして

「入」

「仮停止」と
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３２ １６

シャッフル
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SDカードまたはUSBメモリを本体右側面のSDカードスロットおよびUSB端子に
ラベル面を上にしてそれぞれ接続します。

2 上

DVD
USB
SD

20

右



ファイルの再生
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01:00
001/025

TRACK-1
TRACK-2
TRACK-3
TRACK-4
TRACK-5

03:02

MP3

MP3

MP3

MP3

MP3

本機ではMP3形式及びWMA形式のファイルが保存されたメディアを再生するこ
とができます。

MP3形式およびWMA形式のファイルが保存されたメディアをプレーヤーに
セットすると、上記の画面が表示されます（本機に対応した形式で記録され
たディスクのみ使用可能です）。この画面でメディア上のファイルを選択し、
再生する曲を決定します。

※音楽ファイルが再生できない場合についてはP26をご参照ください。

■音楽ファイルの再生中には次の操作を行うことができます。

・停止……………本体またはリモコンの停止ボタン■を押します。

・一時停止………本体またはリモコンの再生/一時停止ボタン　　を押します。

・リピート再生…リピートボタンを押します。ボタンを押すごとにリピートの
　　　　　　　　方式が次のように変わります。

　　　　　　　　1ファイルリピート：再生中のファイルを繰り返し再生します。

　　　　　　　　フォルダーリピート：フォルダ内のすべてのファイルを繰り返
　　　　　　　　　　　　　　　　　し再生します。

　　　　　　　　リピートオフ　　：通常再生に戻ります。

操作方法

●リモコンまたは本体の▲▼方向ボタンを押して黄色のハイライトを移動さ
せ、再生したいファイルを選択します。

●決定ボタンを押すと選択したファイルが再生されます。

●再生中に方向ボタン▲▼を押して次に再生したいファイルを選択すること
もできます。その時、現在再生中のファイルは白いハイライトで示されま
す。

音楽ファイルの再生

再生時間

ファイル番号

ディスク内の音楽ファイル

※表示は英数字のみに対応しています。
　日本語データ等は正しく表示されません。
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本機ではMPEG形式およびAVI形式のファイルが保存されたメディアを再生するこ
とができます。

MPEG形式およびAVI形式のファイルが保存されたメディアをプレーヤーに
セットすると、上記の画面が表示されます（本機に対応した形式で記録された
メディアのみ使用可能です）。この画面でフォルダやファイルを選択し、再生
する曲を決定します。(H.264／MPEG4 AVC形式のデータは再生できません。)

※動画ファイルが再生できない場合についてはP26をご参照ください。

■再生中には次の操作を行うことができます。
　　※対応する動画ファイルの全てにおいて操作の保証を致しかねる場合がございます。

・停止……………本体またはリモコンの停止ボタン■を押します。

・一時停止………本体またはリモコンの再生/一時停止ボタン　　を押します。

・リピート再生…リピートボタンを押します。ボタンを押すごとにリピートの
　　　　　　　　方式が次のように変わります。

　　　　　　　　1ファイルリピート：再生中のファイルを繰り返し再生します。

　　　　　　　　フォルダーリピート：フォルダ内のすべてのファイルを繰り返
　　　　　　　　　　　　　　　　　し再生します。

　　　　　　　　リピートオフ　　：通常再生に戻ります。

操作方法

●リモコンまたは本体の方向ボタン▲▼を押して黄色のハイライトを移動さ
せ、再生したいファイルを選択します。

●決定ボタンまたは再生/一時停止ボタン　 を押すと選択したファイルが再
生されます。

●ファイルによっては再生中にスキップボタンを押すと、前後のファイルが
再生できる場合もございます。

00:00
001/025

MOVIE-1
MOVIE-2
MOVIE-3
MOVIE-4
MOVIE-5

00:00
ファイル番号

メディア内のファイル

※表示は英数字のみに対応しています。
　日本語データ等は正しく表示されません。

A/V

A/V

A/V

A/V

A/V

動画ファイルの再生
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本機ではJPEG形式の画像ファイルが保存されたメディアを再生することがで
きます。

JPEG形式のファイルが保存されたメディアをプレーヤーにセットすると、上
記のメニュー画面が表示されます（本機に対応した形式で記録されたメディ
アのみ使用可能です）。この画面でファイルを選択し、表示するファイルを決
定します。

※画像ファイルが再生できない場合についてはP26をご参照ください。

■JPEGの再生中には次の操作を行うことができます。

・停止……………本体またはリモコンの停止ボタン■を押します。

・一時停止………本体またはリモコンの再生/一時停止ボタン　　を押します。

・リピート再生…リピートボタンを押します。ボタンを押すごとにリピートの
　　　　　　　　方式が次のように変わります。

　　　　　　　　1ファイルリピート：再生中のファイルを繰り返し再生します。

　　　　　　　　フォルダーリピート：フォルダ内のすべてのファイルを繰り返
　　　　　　　　　　　　　　　　　し再生します。

　　　　　　　　リピートオフ　　：通常再生に戻ります。

操作方法

●リモコンまたは本体の方向ボタン▲▼を押して黄色のハイライトを移動さ
せ、再生したいファイルを選択します。右側にサムネール（小さい画像）
が表示されます。

●決定ボタンまたは再生/一時停止ボタン　 を押すと、選択したファイルが
表示されます。

画像ファイルの再生

00:00
001/025

PICTURE-1
PICTURE-2
PICTURE-3
PICTURE-4
PICTURE-5

00:00
ファイル番号

サムネール
メディア内のJPEGファイル

※表示は英数字のみに対応しています。
　日本語データ等は正しく表示されません。
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・画像の回転……スライドショーの最中にリモコンまたは本体の　ボタンを押
　　　　　　　　すと、画像が90度右に、　ボタンを押すと90度右に回転します。

・画像の反転……スライドショーの最中にリモコンまたは本体の　ボタンを押
　　　　　　　　すと、画像が上下に反転し、　ボタンを押すと左右に反転し
　　　　　　　　ます。

　※決定ボタンを押すと元に戻ります。

　※スライドショーの最中にメニューボタンを押すとメニュー画面に戻ります。

JPEG画像ファイルの再生





一般設定

TV表示 PS 4:3/PS

4:3/LB

16:9

TV表示モード設定

一般設定ページ

オーディオ 音声設定 映像設定 環境設定

日本語

オン

画面表示言語

スクリーンセーバー

オンレジューム

（左から：一般設定/オ―ディオ/音声設定
　　　　映像設定/環境設定）
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設定項目は下記の通りです。

一般設定
■TV表示（画面のサイズ・比率の設定）

　1.4：3/PS（パンスキャン）

　2.4：3/LB（レターボックス）

　3.16：9（ワイド）

■画面表示言語（設定画面の言語の設定)
　1.英語

　2.日本語

■スクリーンセーバー

　1.オン

　2.オフ

■レジューム

　1.オン

　2.オフ

機能設定

一般設定

音声設定

映像設定

環境設定

TV表示
画面表示言語
スクリーンセーバー
レジューム

ダウンミックス

ステレオ

ダイナミック

画質

音声言語
字幕言語
ディスクメニュー
初期設定

設定ページ 詳細項目

オ―ディオ

オ—ディオ
■ダウンミックス（ご使用のスピーカー環境に合わせた出力方式の設定）

　1.LT/RT

　2.ステレオ

28
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音声設定
■ステレオ

　1.ステレオ

　2.左モノラル

　3.右モノラル

　4.ミックスモノラル

■ダイナミック

　1.FULL
　2.3/4
　3.1/2
　4.1/4
　5.OFF

映像設定
■画質

　1.シャープネス（高/中/低）

　2.明るさ（-16～+16）

　3.コントラスト（-16～+16）

環境設定
　■音声言語（再生時の音声の設定）

　　1.英語

　　2.日本語

　■字幕言語（再生時の字幕の設定）

　　1.英語

　　2.日本語

　■ディスクメニュー（ディスクのメニュー画面の言語の設定）

　　1.英語

　　2.日本語

　■初期設定（全ての設定を工場出荷時の状態に戻ります。）

　　リセット

機能設定
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デジタル放送の受信には、本機へ miniB-CAS カード（付属）の常時挿入が必要です。

本機に miniB-CAS カードを挿入されてない場合は、デジタル放送の視聴はできません。

①miniB-CAS カードを、ラベル側が上方へ向くようにし、「カチッ」と音がするまで

　本体左側面の miniB-CAS カードスロットへまっすぐ押し込んでください。

②miniB-CAS カードを取り出す際は、カードの中央部を押し、まっすぐ引き出してください。

　※miniB-CAS カードの挿入 / 取出しをする時、急に指を離さないでください。

挿入の方法

miniB-CAS カードを挿入する

※AC アダプターが接続されていない状態で行ってください。

※SD カードスロットには、miniB-CAS カードを入れないでください。取り出せなくなります。

※miniB-CAS カードスロットには、miniB-CAS カード以外は絶対に挿入しないでください。

○ご注意ください

miniB-CAS
地上デジタル専用
(株）B-CAS
TEL 0570-00-250
所有権は当社に属します

miniB-CAS カード

ラベル側（表） 端子側（裏）

※miniB-CAS カードの取り扱いにつきまして詳しくは、miniB-CAS カードの封入用紙を
　ご覧ください。

※miniB-CAS カードの故障、破損、紛失などの問い合わせは

　㈱ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ　　B－CAS カスタムーセンター
　TEL：0570-000-250　

本体左側面

miniB-CAS カードスロット

miniB-CASカード

※ラベル側を上に向けて
　挿入してください。

m
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AS

地
上
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ル
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用

(株
）
B
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 0
5
7
0
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0
-2
5
0
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地上デジタル放送の視聴
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　本機左側のアンテナ端子に、TV アンテナ（付属品）の端子部を接続してください。

※電波を受信しやすい場所（室内でご使用の場合は窓際近くなど）に設置してください。

※TV アンテナを設置する際は、土台底面のマグネット部分を金属製の台等へ接触させると

　アース効果により受信感度が高くなります。ジュースやお菓子の缶などの金属でもご使

　用できますが落下等には十分ご注意ください。

※TV アンテナに無理な力を加えないでください。　　　　　　　　　　

●映像が乱れるまたは電波の弱い場合、屋外 UHF アンテナを接続してください。

本体の
アンテナ端子へ

テレビアンテナ
接続ケーブル
（付属品）

ご家庭の
アンテナ端子

地上デジタル放送の視聴

アンテナの接続

共同アンテナやケーブルテレビ加入の場合は、テレ
ビ電波が届いている端子と接続してください。分波
などが必要の場合があります。詳しくはご加入して
いるケーブルテレビ会社等にお問い合わせください。



　本機では、地上デジタル放送とワンセグ放送を受信することができます。

　屋内でご使用される場合は、付属の変換コネクターを使って地上デジタル用

アンテナへ接続して高画質の地上デジタル放送を、外出先で使用される場合に

はワンセグ放送を、お好きな場所で放送を受信してテレビ番組が楽しめます。

※地上アナログ放送、ＢＳ・110度ＣＳデジタル放送を受信することはできません。

ワンセグ放送について
　「ワンセグ」とは，日本国内の地上デジタルテレビジョン放送規格である

ISDB-T（Integrated Services Digital Broadcasting-Terrestrial）を利用した携

帯端末向け地上デジタルテレビジョン放送サービスの名称です。

　ISDB-T は，家庭に置かれているテレビ（固定受信機）以外に、カーナビなど

の動体端末や携帯電話や PDA などの携帯端末も受信対象として考慮された技

術規格です。

ワンセグ放送と地上デジタル放送の違い
　ISDB-Tでは，帯域幅約 429kHzを 1単位とし，それを「セグメント」と呼びます。

　13 個のセグメントを組み合わせた帯域幅（約 5.75MHz）を一つのチャンネ

ルに割り当てています。

　現在、サービスが始まっている家庭用のデジタルテレビで受信できる地上デ

ジタルテレビジョン放送は、この 13 セグメント中の 12 セグメントを使って

番組を配信しています。

　ワンセグ放送サービスは、この 1 チャンネル約 6MHz の帯域幅の 13 セグメ

ントの内、1 セグメントを利用して映像・音声・データを放送する地上デジ

タルテレビジョン放送の一部の放送サービスです。

※「ワンセグ」サービスの詳細および受信可能なエリアにつきましては下記ホー

ムページなどでご確認ください。

　社団法人　デジタル放送推進協会　URL：http://www.dpa.or.jp

地上デジタル放送について
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１.テレビ画面への切替え
本体またはリモコンの機能切替ボタンを押すとメディア選択画面が表示され、
「TV」を選択すると黒いモニターに[Loading…]の画面が表示されます。（数秒
後消えます。）

■テレビを見るには■
テレビ放送画面への切り替え、およびテレビの視聴・操作・設定は、すべて
付属リモコンで行います。この取扱説明書では、主にリモコンを使用した場
合の使用方法を説明します。

２.チャンネル検索
●はじめて使用する時や、受信できる放送局（電波地域）が変更になった場

合は、リモコンの「オートサーチ」ボタンを押して本機へ受信できるチャ
ネルを登録する必要があります。

●チャンネル捜索が終わるとテレビ放送が表示されます。
※電波の受信レベルに応じて地上デジタル放送・ワンセグ放送のいずれかが

表示されます。
※チャネルスキャンを行いますと、今までに登録していた放送局は上書きさ

れて消えてしまいますのでご注意ください。
※屋内などで電波状況が悪い場合、映像や音声が止まったり乱れたりします。

場所を変えてお試しください。
※本機は自動受信設定時は、地上デジタル放送（フルセグ）受信が優先設定

になっていますが、受信状況が不安定になるとワンセグ放送に自動的に切
り替わります。その際一時映像と音声が停止しますが故障ではありません。
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NHK 1 1総合 ・ 東京 字幕

字幕



１.チャンネルを選択する
リモコンの「▲」「▼」ボタンを押します。

２.音量を調整する
リモコンの「音量＋」「音量−」ボタンを押します。

３.音声多重切替え
ステレオ音声で二ヶ国語を切換えます。
リモコンの「音声」ボタンを押します。
※放送内容や番組によって無効になる場合があります。

４.字幕放送
デジタル放送の字幕や、番組からの
お知らせなどを表示されます。
リモコンの「字幕」ボタンを押します。

５.番組表
番組の情報が表示されます。
1.リモコンの「番組表」ボタンを押します。
2.リモコンの▲▼ボタンで番組を選び、「決定」ボタ
ンを押します。

3.リモコンの「戻る」ボタンを押すと前の画面に戻り
ます。

６.チャンネルリスト
チャンネルで登録された放送局のリストが表示されます。
1.リモコンの「受信CH」ボタンを押します。

2.リモコンの「 ▲ 」・「

▲

」ボタンでワンセグ・地上
デジタル放送のリストを切換えます。

3.リモコンの「▲」・「▼」ボタンでチャンネルを選
び、「決定」ボタンを押します。

4.リモコンの「戻る」ボタンを押すとテレビ画面に戻
ります。

■基本操作■

34
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番組表

受信ＣＨ

戻る

戻る



地上デジタル放送の視聴
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■放送設定■

受信方法設定 / 言語 / デバイス情報 / パスワード変更 / 工場初期化の 5 種類の
設定・確認をします。

1. リモコンの「設定」ボタンを押します。

2. リモコンの「選局＋」・「選局−」ボタンで項目を選び、「決定」ボタンを押します。

3. リモコンの「戻る」ボタンを押すと前の画面に戻ります。

●受信方法設定 :ワンセグ優先 / フルセグ優先（地上デジタル放送）/ 自動

●言語 :英語 / 日本語

●デバイス情報 :システム情報を表示されます。

●パスワード変更 :

　パスワードを変更します。（現在パスワードは 111111 です。）

●デバイス情報 :システム情報が表示されます

●工場初期化 :

　工場出荷時の状態へ戻ります。（パスワードの入力が必要になります。）

■画面サイズの切替え■

ワンセグ放送視聴時に、お好みに合わせて画面サイズを切替えることができます。
リモコンの「画面切替」ボタンを押して、16：9 画面と 4：3画面
を切替えます。

画面切替 「画面切替」ボタン



地上デジタル放送の視聴
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４

※CATV（ケーブルテレビ）の受信は、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。
　接続やご利用方法については機器や会社ごとに異なります。
　ご加入しているCATV会社にお問い合わせください。

http:/ /www.dpa.or. jp



トラブルシューティング
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まず下表でご確認ください。修理に出す前にもう一度、取扱説明書をお読みになってください。

電源が入らない

音声が出ない

映像の映りが悪い

画面に斑点が映る、
画面に色の縞が出たり、色が消える

故障状況 原因および解決方法

●電源プラグが抜けている

⇒電源プラグをコンセントへ差し込む

●各種コードが正しく接続されていない。

⇒接続を確認する

●音量が最小になっている

⇒本体側およびリモコンで音量を調整する

●消音機能を使用している

⇒リモコンの消音ボタンで機能を解除する

●イヤホンを差し込んでいる

⇒本機からイヤホンを抜く

●映像設定の調整が正しくない

⇒映像の調整を正しく行う

⇒電波の影響を受けない場所に本機を移動する

●高圧線や自動車、ネオン、電機製品からの電波障
　害が起きている。

リモコン操作できない ●リモコンの電池が消耗している

⇒電池を交換する

●リモコンの電池の極性が逆になっている

⇒電池のプラスマイナスを正しく入れる

●リモコンの電池が押え金具の上にセットされている

⇒電池を押え金具の下にセットする



トラブルシューティング
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まず下表でご確認ください。修理に出す前にもう一度、取扱説明書をお読みになってください。

故障状況 原因および解決方法

●リモコン信号が本体受光部に当たっていない可能性
　がありますので、リモコンを正しく向けて下さい。
●画面に「　　」と表示される場合は、その
　ディスクでは操作できない操作をしている可能性
　があります。

DVDレコーダーで記録したDVD-R
ディスクが再生できない

●ビデオモードまたはCPRM形式で録画したDVD-R
　ディスクを本機で再生するには、ファイナライズ
　処理が必要です。
●ディスク記録時の安定度・状況・環境により、再生
　できない場合があります。
●録画されたDVDレコーダーとディスクと本機との
　相性により再生できない場合もあります。
●パソコンにて録画されたディスク、DVDレコーダー
　以外の機器によって作成されたディスク、短い収録
　時間のディスクでは再生できない場合もあります。

●ディスクが入っているか確認してください。
●ディスクが反対に入っていないか確認してください。
●ディスクと機器の地域コードが違っていませんか？
●ディスクのフォーマットが違っていませんか？
●該当ディスクが損傷または汚れている可能性がある

ので、ディスクを換えるか、またはディスクをク
リーニングしてください。

ディスクの読み取りができない

●２層式記録ディスク再生折返し部分の仕様による
場合があります。電源が落ちたチャプターの次の
チャプターから再生できる場合がありますので、
チャプター選択画面から指定して再生を続けて下
さい。

再生中に電源が落ちる

●再生しているディスクにキズや汚れがある可能性
があります。本書「はじめに」記載のディスクの
取扱い方をご参照下さい。

再生中、一時的に映像が止まる

●コピーコントロールＣＤの可能性がございます。
弊社では再生保証を致しかねます。

ＣＤが正しく再生されない
ＣＤの曲頭数秒が再生されない

リモコン操作できない
「　　」と表示される

●ディスク・USBメモリー・SDカードによっては、
　部分的に設定された再生順序を変更できないものが
　あります。

選曲できない
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まず下表でご確認ください。修理に出す前にもう一度、取扱説明書をお読みになってください。

故障状況 原因および解決方法

●システム接続が正しいか確認してください。
●ディスクにキズがついていませんか？
●本機非対応の仕様のデータである可能性がござい
　ます。本書「メディア／ファイルについて」をご
　参照下さい。
●メーカー各種記録媒体との相性により、再生でき
　ない場合がございます。
　お手数ですが記録媒体を変えてお試し下さい。
　(国産・国内メーカー産をお薦め致します)

CD／CD-R／DVD／DVD-R
MP3ディスク／
USBメモリー／
SDカード／
の
再生ができない、音が出ない、
雑音がある、音とびがする、
映像が正しく表示されない　等

●アンテナは正しく接続されていますか？
●周囲に電波がさえぎられるものはありませんか？
　電波受信状況が安定する場所に移動して下さい。
●ワンセグ放送受信地域内で使用されていますか？
●本機ご利用の場所が、その地域が受信可能の放送局
　地域になっていますか？

デジタル放送が

受信できない／
受信できないチャンネルがある／
音声が出ない／音声が途切れる／
映像が止まる／ノイズが入る

●デジタル放送特有の現象です。
　デジタルデータの受信形式のため、受信してから
　映像化されるまでの時差によって数秒ズレる場合が
　ございます。

視聴中の
映像／文字情報／
番組内の時刻表示　がズレる

●各種症状にて故障と思った場合は、一度、本機の
　電源スイッチをＯＦＦにして放電してのち、再度
　電源を入れて各種解決方法をお試し下さい。

●特典ディスク等の特殊な再生機能が施されている
ディスクにおいては、再生できない場合がありま
す。また、再生できても、キー・コマンド・選択
等ができない場合や、リモコンや本体のボタン等
が反応しない場合もございます。

その他

●本機主電源が入った待機状態での常設などで、本機
　に電機が帯電している可能性がございます。本機の
　主電源を手動で切ったあと、電源コンセントを抜い
　て２～３時間放置して放電してください。その後、
　再度本機を設置してお試し下さい。
　（日頃ご利用にならない際は、本機アダプターは
　　コンセントから外すようお願い致します。）

読み込み中に電源が落ちて、
何の操作も反応しない



液晶パネルは非常に高精度な技術で作られており、99.99％以上の有効画素がありますが、
0.01％以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。

液晶パネルについて

・DVDプレーヤーの演算処理能力を超えるときにブロックノイズが発生する場合があります。
・ブロックノイズはDVDの映像記録方式（MPEG)の性質上、完全に除去することは非常に
困難です。

・また、DVDディスクの記録面に傷や汚れがある場合、またはピックアップレンズが汚れ
ている場合にもブロックノイズが発生します。ディスクやレンズの汚れは市販のディス
ククリーナーや レンズクリーナーを使用して対応していただけますようお願い致します。

ブロックノイズについて

・CCCD（コピーガード付きCD)は、CDの標準規格に合致しませんので、弊社では再生保
証を致しかねます。

・CCCDの再生に支障がある場合はお手数ですが、ディスクの発売元にお問い合わせてい
ただきますよう、お願いいたします。

・また、標準規格外のディスクを再生し、その結果故障や不具合が発生した場合は保証期
間内でも有償修理になります。何卒ご了承ください。

コピーコントロールCDについて

2240

・お客様または第三者が本製品の誤使用または使用中に生じた故障、またその他の不具合
等を含め、本製品の使用によって受けられた損害については法令上賠償責任が認められ
る場合を除き、当社は一切その責を負いません。

・当社が関与しない各種機器との組み合わせによる誤作動から生じた損害に関しまして、
当社は一切その責を負いません。

・本取扱説明書の記載を守らないことによる損害や事故に関しまして、当社は一切その責
を負いません。あらかじめご了承ください。

免責について
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