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取扱説明書
お買い上げいただき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。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いか
たを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読み
のうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。
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必ずお読みください

大切な録画の場合は
必ず事前にためし録りをし、正常に録画、録音され
ていることを確認してください。

録画内容の補償はできません
本機やテープなどを使用中、万一これらの不具合に
より録画・録音されなかった場合の録画内容の補償
については、ご容赦ください。

著作権について
あなたが本機で録画・録音したものは、個人として
楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で
は使用できません。

録画防止機能について
別売りのデジタルCSチューナーで番組をご視聴の
場合、番組に録画防止機能（コピーガード）がつい
ている場合があります。この場合、番組によっては
録画できないものがありますので、ご注意くださ
い。

次のようなことはできません
－テレビ放送をD-VHSテープにデジタル録画する
－入力端子につないだ機器からD-VHSテープにデ
ジタル録画する

－ i.LINK端子と、デジタルビデオデッキやデジタル
ビデオカメラ、パソコンなどのDV入力/出力端子
をつないで録画する・再生する

ユーザー登録について
本機をお買い上げいただいたお客様には、ユーザー
登録をお願いしております。ユーザー登録をしてい
ただくと、機能のアップグレードの情報やテクニカ
ルサポートのご案内をさせていただきます。
詳しくは、添付の「ユーザー登録のお願い」をご覧
ください。

• i.LINKは、IEEE1394-1995およびその拡張仕様
を示す呼称です。i.LINKとi.LINKロゴ“  ”は商標
です。

• D-VHSは日本ビクター株式会社の登録商標です。

この商品の価格には、「私的録画補償金」が含ま
れております。補償金は、著作権法で権利保護の
ため権利者に支払われることが定められていま
す。
私的録画補償金の問い合わせ先
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目3番6号 赤坂メディアビル
社団法人　私的録画補償金管理協会

TEL 03-3560-3107（代）
FAX 03-5570-2560
なお、あなたが録画・録音したものは、個人とし
て楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断
で使用できません。
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この取扱説明書では、リモコンのボタンを使った
操作説明を主体にしています。
リモコンと同じなまえのビデオ本体のボタンも同
じように使えます。
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番組の�
一覧表示�

主な特長

本機は、1本のテープに続けて録画すると、録画の
内容をテレビ画面に表示し、頭出しできる、スマー
トファイル機能付きビデオです。
また、別売りのi.LINK対応デジタルCSチューナー
を組み合わせて、デジタル録画および再生をするこ
とができます。

録画した内容をテレビ画面に表示して、
頭出し再生できる（ 66ページ）

カセットを本機にかざして、番組の一覧
を表示する（ 67ページ）

スマートファイル機能

��カセットを�
かざす�

番組の�
一覧表示�
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さらにこんなことができます。
• Gコード予約（ 58ページ）
• ピッタリ録画でテープ残量を判断し、自動的に録画
モードを3倍に切り換え（ 43ページ）

• CM早送りで再生中にCMとばし（ 45ページ）
• リモコンで各社のテレビを操作（ 39ページ）
• ジャストクロックで時計を自動補正（ 25ページ）

デジタルCS放送の番組をD-VHSテープ
にデジタル録画できる（ 82ページ）

デジタル録画・再生

別売りのi.LINK対応デジタルCSチューナーをつな
ぐと、D-VHSテープでデジタル録画および再生を
することができます。

デジタル録画した番組を見る
（ 84ページ）

i.LINKとは？
i.LINKは、i.LINK端子を持つ機器間で、デジタル映
像やデジタル音声などのデータを双方向でやりとり
したり、他機をコントロールしたりするためのデジ
タルシリアルインターフェースです。i.LINKについ
て詳しくは、 79ページをご覧ください。

D-VHSテープについて
D-VHSテープでは、D-VHS方式のデジタル録画お
よび、VHS方式のアナログ録画をすることができま
す。

���
�デジタルCS放送の�
デジタル録画�

本機�
i.LINK対応�
デジタルCSチューナー�

��デジタル録画した�
番組の再生�
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接続と準備 接続と準備の流れ

手順1～8まで済ませれば、本機を使用できる状態に
なります。

手順1：付属品を確かめる 7ページ

手順2：リモコンを準備する 7ページ

手順3：アンテナとテレビにつなぐ 9ページ

手順4：電源コードをつなぐ 16ページ

手順5：接続の確認をする 16ページ

手順6：チャンネルとGコードの設定を
する 18ページ

ここでは、本機を使用するために最低限必
要なアンテナやテレビなどの接続および、
時計やチャンネル合わせなどの準備につい
て説明します。
さらに、BS放送やケーブルテレビ、デジ
タルCS放送などをお楽しみいただける別
売りの機器とのつなぎかたも説明していま
す。
以下の機器の接続は（　）内のページをご
覧ください。

•ビデオカメラ・ビデオデッキなどのビデ
オ機器（ 75ページ）

•ゲーム機（ 75ページ）

��������	
������
���
6

手順7：時計を合わせる     24ページ

手順8：チャンネルとGコードの設定の
確認をする 26ページ
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手順1:
付属品を確かめる

箱を開けたら、付属品がそろっているか確かめてく
ださい。

リモコン（1個）と
単3形（R6）乾電池（2個）

電源コード（1本）

F型コネクター付き同軸ケーブル（1本）

映像・音声コード（1本）

S映像コード（1本）

i.LINKケーブル（1本）と
ノイズ防止用コア（1個）

D-VHSカセット（録画用）（1巻）

スマートファイルラベル（5枚）

取扱説明書
安全のために
ソニーご相談窓口のご案内
保証書 （各1部）

手順2:
リモコンを準備する

乾電池を入れ、ビデオ本体とリモコンのリモコン
モードが合っていることを確認します。リモコン
モードが合っていないと、リモコンで操作できませ
ん。

1 裏面のフタを開ける。

2 単3形（R6）乾電池を2個入れる。　
必ずイラストのように’極側から乾電池を入
れてください。

3 ビデオ本体とリモコンのリモコンモード
が合っていることを確認する。
お買い上げ時はリモコン、ビデオ本体とも
「VTR3」になっています。

‘と’の向きを正しく

とびらを�

開ける�

切�2 3

リモコンモード�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

リモコンモード�
カセット�
取出し�

電 源�

3VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

Gコード／デジタルCS

Gコード予約� 設 定�

選 局�

EZパネル�
音声切換�
二重音声�

入力切換�衛星切換�

音 量� 　チャンネル�

リモコンモード�

3VTR2
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2台以上のソニーのビデオデッキを使うと
きは
操作したいビデオデッキだけが反応するように、ビ
デオデッキごとに別のリモコンモードを設定しま
す。例えば、もう1台のビデオデッキが「VTR3」に
設定されている場合は、本機を「VTR2」に設定しま
す。リモコンモードスイッチのないビデオの場合
は、ベータは「VTR1」、8ミリは「VTR2」、VHSは
「VTR3」、DVは「VTR2」または「VTR4」に設定さ
れています。

リモコンの使いかた
リモコンを使うときは、リモコンをビデオ本体のリ
モコン受光部に向けて操作します。

手順2：リモコンを準備する
（つづき）

新しい乾電池と使用した乾電池、または種類の違う
乾電池を混ぜて使わないでください
乾電池の性能の違いにより、破裂したり、液が漏れたり
して、けがややけどの原因となることがあります。

乾電池を長時間使用しないとき、使い切ったとき
は、リモコンから取り出しておいてください
乾電池を入れたままにしておくと、放電により液が漏
れ、けがややけどの原因となることがあります。

注意

ちょっと一言
• ビデオ本体のリモコンモードスイッチを「切」にする
と、リモコンの操作を受け付けなくなります。

• 乾電池の交換時期は約6か月です。リモコン操作できる
距離が短くなったら、2個とも新しい乾電池に交換して
ください。

• リモコンの乾電池を交換したときは、テレビのメーカー
番号を合わせ直してください（ 39ページ）。

ご注意
• 付属のリモコンは本機専用です。他のビデオデッキには
使用できません。

リモコン受光部

押ー決定�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

リモコンモード�
カセット�
取出し�

電 源�

3VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

Gコード／デジタルCS

Gコード予約� 設 定�

選 局�

EZパネル�
音声切換�
二重音声�

入力切換�衛星切換�

音 量� 　チャンネル�

録 画� 取消し／�
リセット�

スマート�
ファイル�

メニュー／�
予 約�

カーソル�

頭出し�

巻戻し�
CM早送り�

一時停止�
早送り�

再 生�
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本機とテレビを使うには

手順3：アンテナと
テレビにつなぐ

テレビにつながっているアンテナ線をはずして、本
機につなぎます。
テレビに映像・音声入力端子があるときと、ないと
きで本機とテレビのつなぎかたが異なります。

テレビに映像・音声入力端子があるとき

1 アンテナ線をつなぐ（ 10ページ）
2 映像・音声コードをつなぐ（ 14ページ）

本機

1

2

1

テレビ

本機

テレビ

テレビだけを使っていたとき

テレビに映像・音声入力端子がないとき

1 アンテナ線をつなぐ（ 10ページ）
2 チャンネル切換スイッチを合わせる（ 15ページ）

1

2

1
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手順3：アンテナとテレビにつなぐ
（つづき）

入力端子へ

Bフィーダー線＋
プラグ付き
同軸ケーブル
のとき

同軸ケーブル
（付属）

出力端子へ

VHF/UHF分波器
（別売りEAC-44Aなど）

出力端子へ

同軸ケーブル
（付属）

アンテナ端子へ

ちょっと一言
• 次のときは別売りのアンテナブースターを、本機とアン
テナの間につないでください。

– 電波が弱く画面にチラつき、斜めじまが入るとき
– 2台以上のビデオにアンテナをつなぐとき

アンテナ混合器
（別売りEAC-68など）

本機

壁のアンテナ端子へ

アンテナ端子へ

アンテナ線の形に合わせて、次のA～Fのつなぎ
かたを選んでください。

入力端子へ

アンテナ線をつなぐ

テレビやお手持ちのビデオにアンテナ線がつながっ
ている場合は、はずして本機につなぎ直します。

•フィーダー線を
つなぐ
（ 12ページ）

テレビ

該当する接続がないときは、テクニカルインフォ
メーションセンターにお問い合わせください。

テレビ

テレビ

本機後面

本機後面

Aプラグ付き
同軸ケーブル
のとき

マンションなどの
共同受信システム
などで、壁のアン
テナ端子がVHF/
UHF/BS混合のと
きはF（ 13
ページ）をご覧く
ださい。

（アンテナから）�

（テレビへ）�

VHF/UHF
入
力�

出
力�

（アンテナから）�

（テレビへ）�

VHF/UHF
入
力�

出
力�
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Dフィーダー線＋
プラグなし
同軸ケーブル
のとき

Cプラグなし
同軸ケーブル
のとき

アンテナコネクター
（別売りEAC-29Aなど）

アンテナ混合器
（別売りEAC-68など）

同軸ケーブル
（付属）

VHF/UHF分波器
（別売りEAC-44Aなど）

同軸ケーブル
（付属）

出力端子へ

アンテナ端子へ

アンテナコネクター
（別売りEAC-29A
など）

•同軸ケーブルの
先を加工する
（ 12ページ）

先を加工する

先を加工する

•同軸ケーブルの
先を加工する
（ 12ページ）

•フィーダー線を
つなぐ
（ 12ページ）

テレビ

テレビ

ご注意
• 画像の乱れを防ぐために

– 本機の上にテレビを直接置かないでください。
– アンテナ線はなるべく短くし、本機から離してくだ
さい。特にフィーダー線は同軸ケーブルにくらべて
雑音電波などの影響を受けやすいため、本機から離
してください。

• アンテナコネクターで、本機のVHF/UHF出力端子とテ
レビのアンテナ端子をつながないでください。

入力端子へ

本機後面

出力端子へ本機後面

入力端子へ

アンテナ端子へ

（アンテナから）�

（テレビへ）�

VHF/UHF
入
力�

出
力�

（アンテナから）�

（テレビへ）�

VHF/UHF
入
力�

出
力�
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手順3：アンテナとテレビにつなぐ
（つづき）

Eフィーダー線
＋フィーダー線
のとき

•フィーダー線を
つなぐ
（ 12ページ）

フィーダー線をつなぐ
1 ネジをゆるめる。

2 芯線を巻き付ける。

3 ネジをしめる。

または

同軸ケーブルの先を加工する
1 プラグが付いているときは、切り取る。

2 外側の黒いビニールだけにすじを入れて切り取
る。

3 アミ線を折り返す。

4 芯線にキズをつけないように、内側の白いビニー
ルにすじを入れて切り取る。

約17mm

約5mm

約12mm

黒いビニール

アミ線

白いビニール

アンテナコネクター
（別売りEAC-35Bなど）

アンテナ混合器
（別売りEAC-68など）

出力端子へ

同軸ケーブル
（付属）

VHF/UHF
分波器
（別売り
EAC-44Aなど）

先を加工する

アンテナ
端子へ

テレビ

UHF

VHF

フィーダー線

アンテナコネクター
（別売りEAC-35Bなど）

UHF

VHF

本機後面

入力端子へ
入
力�

出
力�

（アンテナから）�

（テレビへ）�

VHF/UHF
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F壁のアンテナ
端子がVHF/
UHF/BS混合の
とき
（マンションなどの
共同受信システム
など）

サテライト（BS）
用同軸ケーブル
（室内用：
別売り）

BS-IF
入力端子へ

同軸ケーブル
（別売り）

* サテライト（BS）/UV混合分波
器の代わりにテレビアンテナ用
のコネクターや分波器、分配器
を使わないでください。きれい
に受信できません。

VHF/UHF側

サテライト（BS）/
UV混合分波器
（別売りEAC-
BCUVなど）*

サテライト（BS）用同軸ケーブル
（室内用：別売り）

テレビ後面のアンテナ端
子へ（端子の形状に合わ
せて、A～Eから選んで
つないでください）

BS側

BSチューナー内蔵テレビ

本機後面

入力端子へ

同軸ケーブル
（付属）

出力端子へ

（アンテナから）�

（テレビへ）�

VHF/UHF
入
力�

出
力�



14

出力2

（黄）�（黒）�（白）�（赤）�

S映像�

（黒）�（白）�（赤）� （黄）�

音声（右）　�　音声（左）�映像� S映像�

映像�音声�左�右�

ビデオ�
入力�

映像・音声コードをつなぐ
（テレビに映像・音声入力端子があるとき）

テレビに映像・音声入力端子があるときは、本機の出
力1端子または出力2端子とテレビの入力端子を付属
の映像・音声コードでつなぎます。アンテナ線だけの
接続より、きれいな画像とステレオ音声が楽しめま
す。

S映像入力端子付きのテレビとつなぐときは
S映像コードを使うと、よりきれいな映像が楽しめ
ます。このとき、映像・音声コードの映像端子（黄）
はつなぎません。

ビデオを見るときは
つないだテレビの端子（「ビデオ1」、「ビデオ2」な
ど）をテレビの入力切り換えで選びます。

ちょっと一言
• メニューの「各種設定1」の「アンテナ切りかえ」は「手
動」のままにしておきます（ 43ページ）。「自動」に
すると録画中に裏番組を見るときに、テレビ/ビデオボ
タンを押す必要がありますが、「手動」ではその必要が
なく便利です。

• テレビの音声入力端子が1個しかない場合は、別売りの
映像・音声コードVMC-910MSなどでつないでくださ
い。

本機後面

テレビ

映像・
音声コード
（付属）

手順3：アンテナとテレビにつなぐ
（つづき）

壁のアンテナ端子へ

アンテナ線（同軸ケーブル）

ç：映像・音声信号の流れ

S映像コード
（付属）
（S映像端子付き
のテレビをつなぐ
とき）
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チャンネル切換スイッチを合わせる
（テレビに映像・音声入力端子がないとき）

テレビに映像・音声入力端子がなく、本機とテレビ
をアンテナ線（同軸ケーブル）だけでつないだとき
は、チャンネル切換スイッチを放送のないチャンネ
ル（1または2）に合わせます。
このとき、テレビ/ビデオボタンを押して、ビデオ本
体の「ビデオ」表示を点灯させ、メニューの「各種
設定1」で「アンテナ切りかえ」を「自動」にしてく
ださい（ 43ページ）。

壁のアンテナ端子へ

アンテナ線
（同軸ケーブル）

テレビ

BSチューナー内蔵テレビなどとつなぐ

本機はBSチューナーを内蔵していませんが、BS
チューナー内蔵テレビやBSチューナーのBS出力端子
とつなぐと、BS放送の録画や予約ができます。

ç：映像・音声信号の流れ

本機後面

テレビ

映像・音声コード
（別売り）

ちょっと一言
• BS出力端子のないBSチューナー内蔵テレビとつなぐと
きは、テレビの出力端子につなぎます。ただし、このと
きはBS放送の録画中にテレビの電源を切ることができ
ません。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

• 本機の入力3端子には、i.LINK対応デジタルCSチュー
ナーをつなぎます（ 37ページ）。
i.LINK対応デジタルCSチューナーをお持ちでない場
合、本機の入力3端子にS映像出力端子付きのテレビ
を、S映像コード（別売り）でつなぐことができます。
この場合は映像・音声コードの映像端子（黄）はつなぎ
ません。このとき、メニューの「各種設定2」で「映像
入力3」を「S映像」にします（ 43ページ）。

本機後面
チャンネル切換�
1CH 2CH

（白）�（赤）� （黄）�

音声（右）　�　音声（左）�

BS�
出力�

映像�

入力1

（黄）�（白）�（赤）�

映像�音声�左�右�

ビデオを見るときは
チャンネル切換スイッチで合わせたチャンネル（1
または2）を、テレビのチャンネルで選びます。

ご注意
• UHF放送だけの地域でも、テレビのVHF端子と本機の

VHF/UHF出力端子をつないでください（ 10ペー
ジ）。つながないと、ビデオを見ることができません。

• 音声は常にモノラルになります。
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手順4：
電源コードをつなぐ

電源コードは必ず、すべての接続が終わってからつ
ないでください。

他機の電源として本機の電源コンセントを
使うには
他機の電源コードを本機後面の電源コンセントにつ
なぎます。ただし、消費電力が300Wを超える機器
はつながないでください。

本機後面

電源入力端子へ
壁のコンセントへ

手順5：接続の確認
をする

ここでは、アンテナとテレビに本機が正しくつなが
れていることを確認します。

3

3

1 テレビの電源を入れる。
テレビ画面にテレビ番組が映れば、アンテナ
線は正しく接続されています。

2 テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
本機とテレビをアンテナ線だけでつないだと
きは、テレビのチャンネルを1または2に合わ
せます。

3

押ー決定�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

リモコンモード�
カセット�
取出し�

電 源�

3VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

Gコード／デジタルCS

Gコード予約� 設 定�

選 局�

EZパネル�
音声切換�
二重音声�

入力切換�衛星切換�

音 量� 　チャンネル�

録 画� 取消し／�
リセット�

スマート�
ファイル�

メニュー／�
予 約�

カーソル�

頭出し�

巻戻し�
CM早送り�

一時停止�
早送り�

再 生�

停 止�
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再 生�

テレビ画面

ビデオ本体の表示窓

3 • 録画してあるVHSカセットがあるときは
1 VHSカセットを入れる。
ビデオの電源が自動的に入ります。

2 再生·ボタンを押す。
テレビ画面にビデオの画像が映り、音声
が聞こえれば、本機とテレビは正しく接
続されています。

• 録画してあるカセットがないときは
1 電源スイッチを押して、ビデオの電源を
入れる。

2 入力切換ボタンを押して、チャンネルを
変える。
ビデオ本体の表示窓と、テレビ画面に同
じチャンネルが表示されれば、本機とテ
レビは正しく接続されています。

こんなときは

• テレビ番組が映らない。
n本機のVHF/UHF入力端子と壁のアンテナ端
子をアンテナ線でつないでください（ 10
～13ページ）。
n本機のVHF/UHF出力端子とテレビのアンテ
ナ端子を、付属の同軸ケーブルでつないでく

ださい（ 10～13ページ）。
nアンテナ線、および付属の同軸ケーブルを
しっかりとつないでください。

• 本機の電源が入らない。
n電源コードを正しくつないでください
（ 16ページ）。

• リモコンで操作できない。
n乾電池の‘と’を正しい向きで入れてくださ
い（ 7ページ）。
nリモコンモードを確認してください（ 7
ページ）。

• 再生画像が映らない、または音声が聞こえ
ない。
nテレビに映像・音声入力端子があるときは、
本機の出力1端子または出力2端子とテレビの
入力端子を映像・音声コードでつないでくだ
さい（ 14ページ）。
n本機とテレビをアンテナ線だけでつないだと
きは、チャンネル切換スイッチを放送のない
チャンネル（1または2）に合わせてください
（ 15ページ）。
n映像・音声コードのプラグを端子にしっかり
と差し込んでください。

• テレビ画面にチャンネルが表示されない。
nテレビに映像・音声入力端子があるときは、
本機の出力1端子または出力2端子とテレビの
入力端子を映像・音声コードでつないでくだ
さい（ 14ページ）。
n本機とテレビをアンテナ線だけでつないだと
きは、チャンネル切換スイッチを放送のない
チャンネル（1または2）に合わせてください
（ 15ページ）。
n映像・音声コードのプラグを端子にしっかり
と差し込んでください。

正しく接続されているときは、続いて「手順

6：チャンネルとGコードの設定をする」
（ 18ページ）をご覧ください。

入力切換�

入 力 1
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現在お住まいの地域

　札幌　001

地域番号
「自動チャンネル合わ
せ・Gコード設定をす
る」の手順6（ 23
ページ）で入れる番号

手順6：チャンネルと
Gコードの設定をする
自動チャンネル合わせとGコードの設定をするに
は、お住まいの地域の地域番号を入れて、チャンネ
ル合わせをする必要があります。
地域番号とは、同じ放送局でも地域によってチャン
ネルが違うため、その地域で受信できるチャンネル
とGコードの設定をするための番号です。

地域番号を選ぶ

お住まいの地域の地域番号を右の「チャンネルとG
コードの地域番号・放送局表」から選んでくださ
い。そのあと、「自動チャンネル合わせ・Gコード
設定をする」（ 22ページ）にしたがって、選んだ
地域番号を入れてください。

選ぶ地域番号を迷ったときは
お住まいの地域の放送局をより多く含んでいる地域
番号を選びます。お住まいの地域の放送局は、新聞
のテレビ欄などで確認できます。

次のようなときは、「自動チャンネル合わせ・G
コード設定をする」（ 22ページ）で地域番号を入
れたあとに、手動で変更することができます。

• 表の中の放送局以外に映る放送局がある。
「受信できる放送局を追加する」（ 31ページ）

• 表の中の表示チャンネルがテレビのチャンネルと
違う。
「チャンネルの番号とGコードの設定を変える」
（ 27ページ）

• ケーブルテレビやマンションの共同受信システム
などをご利用の場合で、表の中の受信チャンネル
が違う。
「チャンネルの番号とGコードの設定を変える」
（ 27ページ）

チャンネルとGコードの地域番号・放送局表
お住まいの地域の地域番号と、その地域番号で自動
チャンネル合わせとGコードの設定ができる放送局
を一覧表にしています。

80→03（03）NHK総合 90→12（12）NHK教育
札幌 001 01→01（01）北海道放送 05→05（05）札幌テレビ
江別 35→10（35）北海道テレビ 27→08（27）北海道文化放送

17→11（17）テレビ北海道
80→11（11）NHK総合 90→02（02）NHK教育

小樽 002 01→09（09）北海道放送 05→07（07）札幌テレビ
35→04（04）北海道テレビ 27→08（26）北海道文化放送
17→12（24）テレビ北海道
80→09（09）NHK総合 90→02（02）NHK教育

旭川 003 01→11（11）北海道放送 05→07（07）札幌テレビ
35→05（39）北海道テレビ 27→03（37）北海道文化放送
17→12（33）テレビ北海道
80→04（04）NHK総合 90→12（12）NHK教育

名寄 004 01→10（10）北海道放送 05→06（06）札幌テレビ
35→08（24）北海道テレビ 27→03（26） 北海道文化放送
80→09（28）NHK総合 90→02（30）NHK教育

稚内 005 01→10（10）北海道放送 05→07（22）札幌テレビ
35→05（24）北海道テレビ 27→03（26）北海道文化放送
80→09（09）NHK総合 90→02（02）NHK教育

室蘭 006 01→11（11）北海道放送 05→07（07）札幌テレビ
35→05（39）北海道テレビ 27→03（37）北海道文化放送
17→12（29）テレビ北海道
80→09（51）NHK総合 90→02（49）NHK教育

苫小牧 007 01→11（55）北海道放送 05→07（57）札幌テレビ
35→05（61）北海道テレビ 27→03（53）北海道文化放送
17→12（47）テレビ北海道
80→04（04）NHK総合 90→10（10）NHK教育

函館 008 01→06（06）北海道放送 05→12（12）札幌テレビ
35→08（35）北海道テレビ 27→02（27）北海道文化放送
17→11（21）テレビ北海道
80→04（04）NHK総合 90→12（12）NHK教育

帯広 009 01→06（06）北海道放送 05→10（10）札幌テレビ
35→08（34）北海道テレビ 27→02（32）北海道文化放送
80→09（09）NHK総合 90→02（02）NHK教育

釧路 010 01→11（11）北海道放送 05→07（07）札幌テレビ
35→05（39）北海道テレビ 27→03（41）北海道文化放送
80→03（03）NHK総合 90→12（12）NHK教育

網走 011 01→01（01）北海道放送 05→05（05）札幌テレビ
35→10（35）北海道テレビ 27→08（27）北海道文化放送
80→09（09）NHK総合 90→02（02）NHK教育

北見 012 01→11（53）北海道放送 05→07（07）札幌テレビ
35→05（61）北海道テレビ 27→03（59）北海道文化放送

青森 80→03（03）NHK総合 90→05（05）NHK教育
弘前 013 01→01（01）青森放送 38→12（38）青森テレビ

34→04（34）青森朝日放送
80→09（09）NHK総合 90→07（07）NHK教育

八戸 014 01→11（11）青森放送 38→12（33）青森テレビ
34→04（31）青森朝日放送 33→02（29）岩手めんこいテレビ
80→04（04）NHK総合 90→12（12）NHK教育

むつ 015 01→10（10）青森放送 38→08（58）青森テレビ
34→06（56）青森朝日放送

都道
府県 地域名 地域

番号

例：ビデオを3チャンネルにすると、
　　NHK総合（識別番号80）が映る

放送局名

自動チャンネル合わせとＧコードの設定ができる放
送局のガイドチャンネル・表示チャンネル・受信
チャンネル（放送局名は略称を使用しています）

北海道

ガイドチャンネル
Gコードのための
放送局の識別番号

表示チャンネル
画面に映るチャ
ンネル（一般的に
「チャンネル」と呼

ばれているのはこ

の表示チャンネル

です）

80 → 03   (03)  NHK総合

表の中の文字の
見かた

青森

受信チャンネル
放送局を受信したときの
チャンネル（新聞や雑誌など
のテレビ欄に掲載されている

各放送局の番号です）
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80→01（01）NHK総合 90→03（03）NHK教育
千葉 040 04→04（04）日本テレビ 06→06（06）TBSテレビ

08→08（08）フジテレビ 10→10（10）テレビ朝日
12→12（12）テレビ東京 46→11（46）千葉テレビ
14→02（14）メトロポリタンテレビ16→05（16）放送大学
80→01（51）NHK総合 90→03（49）NHK教育

銚子 041 04→04（53）日本テレビ 06→06（55）TBSテレビ
08→08（57）フジテレビ 10→10（59）テレビ朝日
12→12（61）テレビ東京 46→11（39）千葉テレビ
80→01（01）NHK総合 90→03（03）NHK教育

東京 042 04→04（04）日本テレビ 06→06（06）TBSテレビ
08→08（08）フジテレビ 10→10（10）テレビ朝日
12→12（12）テレビ東京 46→11（46）千葉テレビ
42→09（42）テレビ神奈川 38→07（38）テレビ埼玉
14→02（14）メトロポリタンテレビ16→05（16）放送大学
80→01（51）NHK総合 90→03（49）NHK教育

八王子 043 04→04（53）日本テレビ 06→06（55）TBSテレビ
08→08（57）フジテレビ 10→10（59）テレビ朝日
12→12（61）テレビ東京 14→02（47）メトロポリタンテレビ
80→01（30）NHK総合 90→03（32）NHK教育

多摩 044 04→04（26）日本テレビ 06→06（24）TBSテレビ
08→08（22）フジテレビ 10→10（20）テレビ朝日
12→12（18）テレビ東京 14→02（28）メトロポリタンテレビ

一部の 80→01（52）NHK総合 90→03（50）NHK教育
横浜* 045 04→04（54）日本テレビ 06→06（56）TBSテレビ

08→08（58）フジテレビ 10→10（60）テレビ朝日
12→12（62）テレビ東京 42→11（48）テレビ神奈川
80→01（01）NHK総合 90→03（03）NHK教育

横浜* 046 04→04（04）日本テレビ 06→06（06）TBSテレビ
08→08（08）フジテレビ 10→10（10）テレビ朝日
12→12（12）テレビ東京 42→11（42）テレビ神奈川
14→02（14）メトロポリタンテレビ16→05（16）放送大学

平塚 80→01（33）NHK総合 90→03（29）NHK教育
茅ヶ崎 047 04→04（35）日本テレビ 06→06（37）TBSテレビ

08→08（39）フジテレビ 10→10（41）テレビ朝日
12→12（43）テレビ東京 42→11（31）テレビ神奈川
80→01（47）NHK総合 90→03（49）NHK教育

秦野 048 04→04（51）日本テレビ 06→06（53）TBSテレビ
08→08（55）フジテレビ 10→10（57）テレビ朝日
12→12（59）テレビ東京 42→11（61）テレビ神奈川
80→01（52）NHK総合 90→03（50）NHK教育

小田原 049 04→04（54）日本テレビ 06→06（56）TBSテレビ
08→08（58）フジテレビ 10→10（60）テレビ朝日
12→12（62）テレビ東京 42→11（46）テレビ神奈川

甲府 050 80→01（01）NHK総合 90→03（03）NHK教育
05→05（05）山梨放送 37→07（37）テレビ山梨
80→02（44）NHK総合 90→09（46）NHK教育

長野1 051 11→11（48）信越放送 38→07（42）長野放送
30→05（40）テレビ信州 20→03（50）長野朝日放送
80→02（02）NHK総合 90→09（09）NHK教育

長野2 052 11→11（11）信越放送 38→07（38）長野放送
30→05（30）テレビ信州 20→03（20）長野朝日放送
80→02（44）NHK総合 90→09（46）NHK教育

松本 053 30→05（48）テレビ信州 11→11（40）信越放送
38→07（42）長野放送 20→03（50）長野朝日放送
80→04（04）NHK総合 90→03（03）NHK教育

飯田 054 11→06（06）信越放送 38→08（40）長野放送
30→05（42）テレビ信州 20→10（44）長野朝日放送

岡谷 80→04（04）NHK総合 90→08（08）NHK教育
諏訪 055 11→06（06）信越放送 38→09（47）長野放送

30→05（59）テレビ信州 20→10（61）長野朝日放送

新潟 80→08（08）NHK総合 90→12（12）NHK教育
長岡 056 05→05（05）新潟放送 35→10（35）新潟総合テレビ

29→04（29）テレビ新潟 21→03（21）新潟テレビ21
80→03（03）NHK総合 90→01（01）NHK教育

上越 057 05→10（10）新潟放送 35→08（33）新潟総合テレビ
29→04（27）テレビ新潟 21→06（37）新潟テレビ21
80→03（03）NHK総合 90→10（10）NHK教育

富山 058 01→01（01）北日本放送 34→08（34）富山テレビ
32→12（32）チューリップテレビ
80→03（48）NHK総合 90→10（46）NHK教育

高岡 059 01→01（50）北日本放送 34→08（44）富山テレビ
32→12（42）チューリップテレビ

金沢 80→04（04）NHK総合 90→08（08）NHK教育
小松 060 06→06（06）北陸放送 37→02（37）石川テレビ

33→10（33）テレビ金沢 25→12（25）北陸朝日放送
80→09（09）NHK総合 90→05（05）NHK教育

七尾 061 06→11（11）北陸放送 37→07（55）石川テレビ
33→01（57）テレビ金沢 25→03（59）北陸朝日放送

自動チャンネル合わせとＧコードの設定ができる放送局の
ガイドチャンネル・表示チャンネル・受信チャンネル
（放送局名は略称を使用しています）

都道
府県 地域名 地域

番号

東京

神奈川

新潟

山梨

80→04（04）NHK総合 90→08（08）NHK教育
盛岡 016 06→06（06）岩手放送 35→10（35）テレビ岩手

33→12（33）岩手めんこいテレビ 20→09（31）岩手朝日テレビ
80→02（02）NHK総合 90→12（12）NHK教育

釜石 017 06→10（10）岩手放送 35→06（58）テレビ岩手
33→08（60）岩手めんこいテレビ 20→09（62）岩手朝日テレビ
80→05（05）NHK総合 90→12（12）NHK教育

二戸 018 06→02（02）岩手放送 35→10（37）テレビ岩手
33→08（29）岩手めんこいテレビ 20→09（61）岩手朝日テレビ
80→03（03）NHK総合 90→05（05）NHK教育

仙台 019 01→01（01）東北放送 12→12（12）仙台放送
34→09（34）宮城テレビ 32→07（32）東日本放送
80→03（51）NHK総合 90→05（49）NHK教育

石巻 020 01→01（59）東北放送 12→12（57）仙台放送
34→09（55）宮城テレビ 32→07（61）東日本放送
80→02（02）NHK総合 90→10（10）NHK教育

気仙沼 021 01→04（04）東北放送 12→06（06）仙台放送
34→09（37）宮城テレビ 32→07（43）東日本放送
80→09（09）NHK総合 90→02（02）NHK教育

秋田 022 11→11（11）秋田放送 37→12（37）秋田テレビ
31→05（31）秋田朝日放送
80→04（04）NHK総合 90→08（08）NHK教育

大館 023 11→06（06）秋田放送 37→12（57）秋田テレビ
31→05（59）秋田朝日放送
80→09（45）NHK総合 90→02（43）NHK教育

大曲 024 11→11（47）秋田放送 37→12（51）秋田テレビ
31→05（41）秋田朝日放送
80→08（08）NHK総合 90→04（04）NHK教育

山形 025 10→10（10）山形放送 38→12（38）山形テレビ
36→06（36）テレビュー山形 30→02（30）さくらんぼテレビ

鶴岡 80→03（03）NHK総合 90→06（06）NHK教育
酒田 026 10→01（01）山形放送 38→12（39）山形テレビ

36→08（22）テレビュー山形 30→02（24）さくらんぼテレビ
80→08（52）NHK総合 90→04（50）NHK教育

米沢 027 10→10（54）山形放送 38→12（58）山形テレビ
36→06（56）テレビュー山形 30→02（60）さくらんぼテレビ

福島 80→09（09）NHK総合 90→02（02）NHK教育
群山 028 11→11（11）福島テレビ 33→06（33）福島中央テレビ

35→10（35）福島放送 31→04（31）テレビュー福島
80→04（04）NHK総合 90→10（10）NHK教育

いわき 029 11→08（08）福島テレビ 33→06（58）福島中央テレビ
35→12（60）福島放送 31→02（62）テレビュー福島
80→01（01）NHK総合 90→03（03）NHK教育

会津若松 030 11→06（06）福島テレビ 33→08（37）福島中央テレビ
35→10（41）福島放送 31→04（47）テレビュー福島

水戸 80→01（44）NHK総合 90→03（46）NHK教育
勝田 031 04→04（42）日本テレビ 06→06（40）TBSテレビ

08→08（38）フジテレビ 10→10（36）テレビ朝日
12→12（32）テレビ東京
80→01（52）NHK総合 90→03（50）NHK教育

日立 032 04→04（54）日本テレビ 06→06（56）TBSテレビ
08→08（58）フジテレビ 10→10（60）テレビ朝日
12→12（62）テレビ東京
80→01（29）NHK総合 90→03（27）NHK教育

宇都宮 033 04→04（25）日本テレビ 06→06（23）TBSテレビ
08→08（21）フジテレビ 10→10（19）テレビ朝日
23→11（31）とちぎテレビ 12→12（17）テレビ東京
80→01（51）NHK総合 90→03（49）NHK教育

矢板 034 04→04（53）日本テレビ 06→06（55）TBSテレビ
08→08（57）フジテレビ 10→10（59）テレビ朝日
23→11（31）とちぎテレビ 12→12（61）テレビ東京

前橋 80→01（52）NHK総合 90→03（50）NHK教育
伊勢崎 035 04→04（54）日本テレビ 48→05（48）群馬テレビ
高崎 06→06（56）TBSテレビ 08→08（58）フジテレビ

10→10（60）テレビ朝日 12→12（62）テレビ東京
16→07（40）放送大学
80→01（43）NHK総合 90→03（45）NHK教育

桐生 036 04→04（39）日本テレビ 48→05（41）群馬テレビ
06→06（37）TBSテレビ 08→08（35）フジテレビ
10→10（33）テレビ朝日 12→12（31）テレビ東京
16→07（40）放送大学
80→01（01）NHK総合 90→03（03）NHK教育

浦和 037 04→04（04）日本テレビ 06→06（06）TBSテレビ
08→08（08）フジテレビ 10→10（10）テレビ朝日
12→12（12）テレビ東京 38→11（38）テレビ埼玉
14→02（14）メトロポリタンテレビ16→05（16）放送大学
80→01（33）NHK総合 90→03（35）NHK教育

熊谷 038 04→04（25）日本テレビ 06→06（23）TBSテレビ
08→08（21）フジテレビ 10→10（19）テレビ朝日
12→12（17）テレビ東京 38→11（28）テレビ埼玉
80→01（51）NHK総合 90→03（49）NHK教育

秩父 039 04→04（53）日本テレビ 06→06（55）TBSテレビ
08→08（57）フジテレビ 10→10（59）テレビ朝日
12→12（61）テレビ東京 38→11（47）テレビ埼玉

都道
府県 地域名 地域

番号

福島

茨城

千葉

宮城

山形

秋田

岩手

富山

石川

長野

* 横浜市にお住まいのかたは、通常「横浜」を設定してくださ
い。受信できないときは、「一部の横浜」を設定してください。

自動チャンネル合わせとＧコードの設定ができる放送局の
ガイドチャンネル・表示チャンネル・受信チャンネル
（放送局名は略称を使用しています）

栃木

群馬

埼玉
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都道
府県 地域名 地域

番号

大阪

兵庫

京都 80→02（02）NHK総合 90→12（12）NHK教育
宇治 081 04→04（04）毎日放送 06→06（06）朝日放送

08→08（08）関西テレビ 10→10（10）読売テレビ
34→03（34）KBS京都 19→05（19）テレビ大阪
80→02（51）NHK総合 90→12（49）NHK教育

舞鶴 082 04→04（53）毎日放送 06→06（55）朝日放送
08→08（59）関西テレビ 10→10（61）読売テレビ
34→05（57）KBS京都
80→02（50）NHK総合 90→12（52）NHK教育

福知山 083 04→04（54）毎日放送 06→06（58）朝日放送
08→08（60）関西テレビ 10→10（62）読売テレビ
34→05（56）KBS京都
80→02（02）NHK総合 90→12（12）NHK教育

大阪 084 04→04（04）毎日放送 06→06（06）朝日放送
08→08（08）関西テレビ 10→10（10）読売テレビ
19→09（19）テレビ大阪 36→03（36）サンテレビ
80→02（28）NHK総合 90→12（26）NHK教育

神戸 085 04→04（18）毎日放送 06→06（20）朝日放送
08→08（22）関西テレビ 10→10（24）読売テレビ
36→03（36）サンテレビ 19→11（19）テレビ大阪
80→02（52）NHK総合 90→12（50）NHK教育

神戸灘 086 04→04（54）毎日放送 06→06（56）朝日放送
08→08（58）関西テレビ 10→10（60）読売テレビ
36→03（62）サンテレビ 19→11（19）テレビ大阪
80→02（29）NHK総合 90→12（31）NHK教育

川西 087 04→04（35）毎日放送 06→06（37）朝日放送
08→08（39）関西テレビ 10→10（41）読売テレビ
36→03（33）サンテレビ
80→02（44）NHK総合 90→12（46）NHK教育

三木 088 04→04（34）毎日放送 06→06（38）朝日放送
08→08（40）関西テレビ 10→10（42）読売テレビ
36→03（36）サンテレビ
80→02（50）NHK総合 90→12（52）NHK教育

姫路 089 04→04（54）毎日放送 06→06（58）朝日放送
08→08（60）関西テレビ 10→10（62）読売テレビ
36→03（56）サンテレビ

明石 80→02（51）NHK総合 90→12（49）NHK教育
加古川 090 04→04（53）毎日放送 06→06（57）朝日放送

08→08（59）関西テレビ 10→10（61）読売テレビ
36→03（55）サンテレビ 19→11（19）テレビ大阪

奈良 80→02（02）NHK総合 90→12（12）NHK教育
橿原 091 19→03（19）テレビ大阪 04→04（04）毎日放送

06→06（06）朝日放送 34→07（34）KBS京都
08→08（08）関西テレビ 36→09（36）サンテレビ
10→10（10）読売テレビ 55→11（55）奈良テレビ
80→02（43）NHK総合 90→12（45）NHK教育

五條 092 04→04（33）毎日放送 06→06（35）朝日放送
08→08（37）関西テレビ 10→10（39）読売テレビ
55→03（41）奈良テレビ
80→02（32）NHK総合 90→12（26）NHK教育

和歌山 093 04→04（42）毎日放送 06→06（44）朝日放送
08→08（46）関西テレビ 10→10（48）読売テレビ
30→03（30）テレビ和歌山

海南 80→02（50）NHK総合 90→12（52）NHK教育
田辺 094 04→04（54）毎日放送 06→06（58）朝日放送

08→08（60）関西テレビ 10→10（62）読売テレビ
30→03（56）テレビ和歌山
80→03（03）NHK総合 90→04（04）NHK教育

鳥取 095 01→01（01）日本海テレビ 10→10（22）山陰放送
34→08（24）山陰中央テレビ
80→06（06）NHK総合 90→12（12）NHK教育

松江 096 10→10（10）山陰放送 34→08（34）山陰中央テレビ
01→01（30）日本海テレビ
80→02（02）NHK総合 90→09（09）NHK教育

浜田 097 10→05（05）山陰放送 34→08（58）山陰中央テレビ
01→03（54）日本海テレビ

岡山 80→05（05）NHK総合 90→03（03）NHK教育
倉敷 098 11→11（11）山陽放送 35→07（35）岡山放送

23→01（23）テレビせとうち 09→09（09）西日本放送
33→06（25）瀬戸内海放送
80→02（02）NHK総合 90→12（12）NHK教育

津山 099 11→07（07）山陽放送 35→11（60）岡山放送
23→04（56）テレビせとうち 09→09（58）西日本放送
33→06（62）瀬戸内海放送
80→02（02）NHK総合 90→04（04）NHK教育

笠岡 100 11→06（06）山陽放送 35→11（60）岡山放送
23→05（19）テレビせとうち 09→09（17）西日本放送
33→10（21）瀬戸内海放送

80→09（09）NHK総合 90→03（03）NHK教育
福井 062 11→11（11）福井放送 39→12（39）福井テレビ

06→06（06）北陸放送

敦賀 063 80→06（06）NHK総合 90→12（12）NHK教育
11→08（08）福井放送 39→10（38）福井テレビ

岐阜 80→03（39）NHK総合 90→09（09）NHK教育
大垣 064 05→05（05）中部日本放送 01→01（01）東海テレビ

11→11（11）名古屋テレビ放送 35→07（35）中京テレビ
37→10（37）岐阜放送 25→12（25）テレビ愛知
80→04（04）NHK総合 90→02（02）NHK教育

高山 065 05→06（06）中部日本放送 01→08（08）東海テレビ
11→12（12）名古屋テレビ放送 35→07（26）中京テレビ
37→10（38）岐阜放送
80→04（04）NHK総合 90→12（12）NHK教育

中津川 066 05→08（08）中部日本放送 01→10（10）東海テレビ
11→06（06）名古屋テレビ放送 35→07（26）中京テレビ
37→11（28）岐阜放送

静岡 80→09（09）NHK総合 90→02（02）NHK教育
清水 067 11→11（11）静岡放送 35→07（35）テレビ静岡
焼津 33→05（33）静岡朝日テレビ 31→03（31）静岡第一テレビ

80→04（04）NHK総合 90→08（08）NHK教育
浜松 068 11→06（06）静岡放送 35→12（34）テレビ静岡

33→10（28）静岡朝日テレビ 31→02（30）静岡第一テレビ
80→09（52）NHK総合 90→02（54）NHK教育

富士宮 069 11→11（41）静岡放送 35→07（39）テレビ静岡
33→05（29）静岡朝日テレビ 31→03（27）静岡第一テレビ

三島 80→09（53）NHK総合 90→02（51）NHK教育
沼津 070 11→11（55）静岡放送 35→07（59）テレビ静岡

33→05（57）静岡朝日テレビ 31→03（61）静岡第一テレビ
80→01（01）NHK総合 90→03（03）NHK教育

島田 071 11→05（05）静岡放送 35→12（58）テレビ静岡
33→10（50）静岡朝日テレビ 31→07（48）静岡第一テレビ
80→01（42）NHK総合 90→03（44）NHK教育

藤枝 072 11→05（40）静岡放送 35→12（38）テレビ静岡
33→10（26）静岡朝日テレビ 31→07（24）静岡第一テレビ
80→03（03）NHK総合 90→09（09）NHK教育

名古屋 073 05→05（05）中部日本放送 01→01（01）東海テレビ
11→11（11）名古屋テレビ放送 35→07（35）中京テレビ
25→12（25）テレビ愛知 33→08（33）三重テレビ
37→06（37）岐阜放送

豊橋 80→03（54）NHK総合 90→09（50）NHK教育
豊川 074 05→05（62）中部日本放送 01→01（56）東海テレビ

11→11（60）名古屋テレビ放送 35→07（58）中京テレビ
25→12（52）テレビ愛知
80→03（53）NHK総合 90→09（51）NHK教育

豊田 075 05→05（55）中部日本放送 01→01（57）東海テレビ
11→11（61）名古屋テレビ放送 35→07（59）中京テレビ
25→12（49）テレビ愛知
80→03（31）NHK総合 90→09（09）NHK教育

津 076 05→05（05）中部日本放送 01→01（01）東海テレビ
11→11（11）名古屋テレビ放送 35→07（35）中京テレビ
33→10（33）三重テレビ 25→12（25）テレビ愛知
80→03（53）NHK総合 90→09（49）NHK教育

伊勢 077 05→05（55）中部日本放送 01→01（57）東海テレビ
11→11（61）名古屋テレビ放送 35→07（47）中京テレビ
33→10（59）三重テレビ
80→03（52）NHK総合 90→09（50）NHK教育

名張 078 05→05（60）中部日本放送 01→01（62）東海テレビ
11→11（56）名古屋テレビ放送 35→07（54）中京テレビ
33→10（58）三重テレビ
80→02（28）NHK総合 90→12（46）NHK教育

大津 079 04→04（36）毎日放送 06→06（38）朝日放送
08→08（40）関西テレビ 10→10（42）読売テレビ
30→11（30）びわ湖放送 34→07（34）KBS京都
80→02（52）NHK総合 90→12（50）NHK教育

彦根 080 04→04（54）毎日放送 06→06（58）朝日放送
08→08（60）関西テレビ 10→10（62）読売テレビ
30→11（56）びわ湖放送

都道
府県 地域名 地域

番号

三重

滋賀

岐阜

静岡

愛知

京都

福井

手順6：チャンネルとGコードの
設定をする（つづき）

自動チャンネル合わせとＧコードの設定ができる放送局の
ガイドチャンネル・表示チャンネル・受信チャンネル
（放送局名は略称を使用しています）

自動チャンネル合わせとＧコードの設定ができる放送局の
ガイドチャンネル・表示チャンネル・受信チャンネル
（放送局名は略称を使用しています）

奈良

和歌山

鳥取

島根

岡山



接
続
と
準
備

21

都道
府県 地域名 地域

番号

80→03（03）NHK総合 90→07（07）NHK教育
広島 101 04→04（04）中国放送 12→12（12）広島テレビ

35→09（35）広島ホームテレビ 31→01（31）テレビ新広島
80→05（05）NHK総合 90→03（03）NHK教育

福山 102 04→07（07）中国放送 12→11（11）広島テレビ
35→09（57）広島ホームテレビ 31→01（54）テレビ新広島
80→01（01）NHK総合 90→07（07）NHK教育

尾道 103 04→10（10）中国放送 12→12（12）広島テレビ
35→04（24）広島ホームテレビ 31→08（26）テレビ新広島
80→11（11）NHK総合 90→01（01）NHK教育

呉 104 04→09（09）中国放送 12→05（05）広島テレビ
35→04（24）広島ホームテレビ 31→08（26）テレビ新広島

山口 80→09（09）NHK総合 90→01（01）NHK教育
徳山 105 11→11（11）山口放送 38→07（38）テレビ山口
防府 28→05（28）山口朝日放送

80→09（39）NHK総合 90→01（41）NHK教育
下関 106 11→04（04）山口放送 38→07（33）テレビ山口

28→05（21）山口朝日放送 09→10（10）テレビ西日本
19→03（23）TXN九州
80→09（16）NHK総合 90→01（14）NHK教育

宇部 107 11→11（18）山口放送 38→07（20）テレビ山口
28→05（31）山口朝日放送 09→10（10）テレビ西日本
80→09（09）NHK総合 90→01（01）NHK教育

岩国 108 11→11（11）山口放送 38→07（22）テレビ山口
28→05（28）山口朝日放送
80→03（03）NHK総合 90→12（38）NHK教育

徳島 109 01→01（01）四国テレビ 04→04（04）毎日放送
06→06（06）朝日放送 08→08（08）関西テレビ
10→10（10）読売テレビ
80→05（37）NHK総合 90→03（39）NHK教育

高松 110 33→06（33）瀬戸内海放送 09→09（41）西日本放送
11→11（29）山陽放送 35→07（31）岡山放送
23→01（19）テレビせとうち
80→05（44）NHK総合 90→03（40）NHK教育

丸亀 111 33→06（42）瀬戸内海放送 09→09（20）西日本放送
11→11（18）山陽放送 35→07（22）岡山放送
23→01（16）テレビせとうち
80→06（06）NHK総合 90→02（02）NHK教育

松山 112 10→10（10）南海放送 37→08（37）愛媛放送
29→04（29）伊予テレビ 35→12（35）広島ホームテレビ
25→09（25）愛媛朝日テレビ 31→11（31）テレビ新広島
80→02（02）NHK総合 90→04（04）NHK教育

新居浜 113 10→06（06）南海放送 37→08（36）愛媛放送
29→11（27）伊予テレビ 25→09（14）愛媛朝日テレビ

　 80→06（32）NHK総合 90→02（30）NHK教育
今治 114 10→10（34）南海放送 37→08（36）愛媛放送

29→04（27）伊予テレビ 25→09（17）愛媛朝日テレビ
　 80→06（06）NHK総合 90→01（01）NHK教育
宇和島 115 10→10（10）南海放送 37→08（32）愛媛放送

29→04（34）伊予テレビ 25→09（16）愛媛朝日テレビ
　 80→04（04）NHK総合 90→06（06）NHK教育
高知 116 08→08（08）高知放送 38→10（38）テレビ高知

40→12（40）高知さんさんテレビ
80→03（03）NHK総合 90→06（06）NHK教育

福岡 117 04→04（04）RKB毎日放送 01→01（01）九州朝日放送
09→09（09）テレビ西日本 37→12（37）福岡放送
19→11（19）TXN九州
80→03（46）NHK総合 90→06（54）NHK教育

久留米 118 04→04（48）RKB毎日放送 01→01（57）九州朝日放送
09→09（60）テレビ西日本 37→12（52）福岡放送
19→11（14）TXN九州
80→03（53）NHK総合 90→06（50）NHK教育

大牟田 119 04→04（61）RKB毎日放送 01→01（58）九州朝日放送
09→09（55）テレビ西日本 37→12（43）福岡放送
19→11（19）TXN九州
80→06（06）NHK総合 90→12（12）NHK教育

北九州 120 04→08（08）RKB毎日放送 01→02（02）九州朝日放送
09→10（10）テレビ西日本 37→04（35）福岡放送
19→03（23）TXN九州
80→06（49）NHK総合 90→12（46）NHK教育

行橋 121 04→08（60）RKB毎日放送 01→02（57）九州朝日放送
09→10（54）テレビ西日本 37→04（43）福岡放送
19→03（19）TXN九州
80→09（38）NHK総合 90→02（40）NHK教育

佐賀 122 36→07（36）サガテレビ 11→11（11）熊本放送
09→08（60）テレビ西日本 37→12（52）福岡放送
19→05（14）TXN九州 04→04（48）RKB毎日放送
01→03（57）九州朝日放送
80→03（03）NHK総合 90→01（01）NHK教育

長崎 123 05→05（05）長崎放送 37→11（37）テレビ長崎
27→09（27）長崎文化放送 25→07（25）長崎国際テレビ
80→08（08）NHK総合 90→02（02）NHK教育

佐世保 124 05→10（10）長崎放送 37→12（35）テレビ長崎
27→06（31）長崎文化放送 25→04（17）長崎国際テレビ
80→03（47）NHK総合 90→01（45）NHK教育

諌早 125 05→05（49）長崎放送 37→11（42）テレビ長崎
27→09（24）長崎文化放送 25→07（20）長崎国際テレビ

高知

愛媛

都道
府県 地域名 地域

番号

BS放送およびCATVのガイドチャンネル表
次の場合には、BS放送やCATVをGコード予約でき
ます。

• 本機の入力端子にBSチューナー内蔵テレビなど
をつないだ場合
「本機の入力端子につないだ機器をGコードで予
約するには」（ 34ページ）にしたがって、ガイ
ドチャンネルと表示チャンネルを設定してくださ
い。

• ケーブルテレビやマンションの共同受信システム
などで、BS放送を本機でご覧になれる場合
「受信できる放送局を追加する」（ 31ページ）
にしたがって、受信チャンネルと表示チャンネ
ル、ガイドチャンネルを設定してください。

ガイドチャンネル
以下の表にしたがって入れます。

74　NHK衛星第1 75　ハイビジョン
76　NHK衛星第2 73　WOWOW

40　NNN24 49　CSN1ムービーチャンネル
50　チャンネルNECO 51　ゴルフネットワーク

放送の種類 Ｇコードで予約できる放送局のガイドチャンネル

BS

ケーブルネット
ワーク

ご注意
• デジタルCS放送（スカイパーフェクTV!など）はGコー
ド予約できません。

80→09（09）NHK総合 90→02（02）NHK教育
熊本 126 11→11（11）熊本放送 34→07（34）テレビ熊本

22→05（22）熊本県民テレビ 16→03（16）熊本朝日放送

大分 80→03（03）NHK総合 90→12（12）NHK教育
別府 127 05→05（05）大分放送 36→07（36）テレビ大分

24→09（24）大分朝日放送
80→03（48）NHK総合 90→12（45）NHK教育

中津 128 05→05（51）大分放送 36→07（37）テレビ大分
24→09（17）大分朝日放送

宮崎 80→08（08）NHK総合 90→12（12）NHK教育
都城 129 10→10（10）宮崎放送 35→06（35）テレビ宮崎

延岡 130 80→04（04）NHK総合 90→02（02）NHK教育
10→06（06）宮崎放送 35→08（39）テレビ宮崎
80→03（03）NHK総合 90→05（05）NHK教育

鹿児島 131 01→01（01）南日本放送 38→09（38）鹿児島テレビ
32→07（32）鹿児島放送 30→11（30）鹿児島読売テレビ
80→08（08）NHK総合 90→12（12）NHK教育

阿久根 132 01→10（10）南日本放送 38→06（35）鹿児島テレビ
32→04（23）鹿児島放送 30→02（17）鹿児島読売テレビ
80→04（04）NHK総合 90→02（02）NHK教育

鹿屋 133 01→06（06）南日本放送 38→10（33）鹿児島テレビ
32→08（31）鹿児島放送 30→12（25）鹿児島読売テレビ
80→02（02）NHK総合 90→12（12）NHK教育

那覇 134 10→10（10）琉球放送 08→08（08）沖縄テレビ
28→05（28）琉球朝日放送

自動チャンネル合わせとＧコードの設定ができる放送局の
ガイドチャンネル・表示チャンネル・受信チャンネル
（放送局名は略称を使用しています）

自動チャンネル合わせとＧコードの設定ができる放送局の
ガイドチャンネル・表示チャンネル・受信チャンネル
（放送局名は略称を使用しています）

広島

山口

徳島

香川

佐賀

長崎

福岡

熊本

沖縄

鹿児島

宮崎

大分
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自動チャンネル合わせ・Gコード設
定をする

「チャンネルとGコードの地域番号・放送局表」
（ 18ページ）の中から選んだ地域番号を入れま
す。

3

2

4,5,7

6

テレビ画面

手順6：チャンネルとGコードの
設定をする（つづき）

1 テレビの電源を入れてから、テレビの入
力を「ビデオ」に切り換える。

2 電源スイッチを押して、ビデオの電源を
入れる。

3 メニュー/予約ボタンを押す。

4 カーソルスティックをV/vに動かして
「TVチャンネル合わせ」を選び、カーソ
ルスティック（決定）を押す。

ＴＶチャンネル合わせ�

受信する放送� ＣＡＴＶ�一般放送�

［　　］［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

表示チャンネル　　１�

チャンネル合わせ� 手動�自動�

• カーソル  

押ー決定�

メニュー／�
予 約�

メニュー�

予約設定／確認�

［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

ＴＶチャンネル合わせ�

時刻合わせ�

Ｇコード設定�

各種設定１�

各種設定２�

スマートファイル入力／修正�

押ー決定�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

リモコンモード�
カセット�
取出し�

電 源�

3VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

Gコード／デジタルCS

Gコード予約� 設 定�

選 局�

EZパネル�
音声切換�
二重音声�

入力切換�衛星切換�

音 量� 　チャンネル�

録 画� 取消し／�
リセット�

スマート�
ファイル�

メニュー／�
予 約�

カーソル�

頭出し�

巻戻し�
CM早送り�

一時停止�
早送り�

再 生�

停 止�
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点滅する

5 カーソルスティックをV/vに動かして
「チャンネル合わせ」を選び、B/bに動か
して「自動」にし、カーソルスティック
（決定）を押す。

6 「チャンネルとGコードの地域番号・放送
局表」（ 18ページ）から選んだ地域番
号を、Gコード/デジタルCS数字ボタンで
入れる。
1桁や2桁の番号（001や011など）は0も押し
ます。この場合、0は表示されません。
間違えたときは正しい番号を続けて入れま
す。

7 カーソルスティック（決定）を押す。
自動的にチャンネル合わせとGコード設定を
始めます。終わると、一番小さいチャンネル
番号が画面に表示されます。

メニューで選ぶ項目を間違えたときは
メニュー/予約ボタンを押します。メニュー画面が消
えます。そのあと、手順3からやり直してください。

ＴＶチャンネル合わせ� 表示チャンネル　　１�

チャンネル合わせ� 手動�自動�

• カーソル  

押ー決定�

地域番号：－－－�

［０ー９］で地域番号を入力して、�

［決定］を押してください�

ＴＶチャンネル合わせ� 表示チャンネル　　１�

チャンネル合わせ� 手動�自動�

地域番号：　７０�

［０ー９］で地域番号を入力して、�

［決定］を押してください�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Gコード／デジタルCS

Ｔ Ｖ チャンネル合わせ� 表示チャンネル　　３�

チャンネル合わせ� 手動�自動�

自動チャンネル合わせ中です�

• カーソル  

押ー決定�
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手順7：
時計を合わせる

予約するには、時計を正しく合わせておく必要があ
ります。時計は自動補正することができます
（ 25ページ）。

1 テレビの電源を入れてから、テレビの入
力を「ビデオ」に切り換える。

2 電源スイッチを押して、ビデオの電源を
入れる。

3 メニュー/予約ボタンを押す。

4 カーソルスティックをV/vに動かして「時
刻合わせ」を選び、カーソルスティック
（決定）を押す。

5 カーソルスティックをB/bに動かして項
目を選び、V/vに動かして合わせる。
年、月、日、時、分を順に合わせていきま
す。

6 時報と同時にカーソルスティック（決定）
を押す。
「時計を自動補正する」（ 25ページ）の手
順1の画面が出ます。

•自動補正するときは
「時計を自動補正する」（ 25ページ）の
手順1から3にしたがって設定します。

•自動補正しないときは
 B/bで「ジャストクロック」の「しない」を
選び、カーソルスティック（決定）を押しま
す。

メニューで選ぶ項目を間違えたときは
メニュー/予約ボタンを押します。メニュー画面が消
えます。そのあと、手順3からやり直してください。

ご注意
• 年、月、日、時、分が間違っていると、希望の日時に予
約録画されません。

2

4,5,6
3

テレビ画面

メニュー／�
予 約�

メニュー�

予約設定／確認�

［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

ＴＶチャンネル合わせ�

時刻合わせ�

Ｇコード設定�

各種設定１�

各種設定２�

スマートファイル入力／修正�

• カーソル  

押ー決定�

時刻合わせ�

１９９９／　１／１� 金曜日� 午前�

［ 　　］［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

ジャストクロック設定画面に入ります�

００：００�

• カーソル  

押ー決定�

時刻合わせ�

１９９９／　９／２８�火曜日� 午後�

［ 　　］［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

ジャストクロック設定画面に入ります�

０６：００�

• カーソル  

押ー決定�

ジャストクロック�

ＮＨＫ教育テレビ�

ジャストクロック� しない�する�

　２チャンネル�

［　　］［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

押ー決定�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

リモコンモード�
カセット�
取出し�

電 源�

3VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

Gコード／デジタルCS

Gコード予約� 設 定�

選 局�

EZパネル�
音声切換�
二重音声�

入力切換�衛星切換�

音 量� 　チャンネル�

録 画� 取消し／�
リセット�

スマート�
ファイル�

メニュー／�
予 約�

カーソル�

頭出し�

巻戻し�
CM早送り�

一時停止�
早送り�
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テレビ画面

時計を自動補正する（ジャストクロック）

NHK教育テレビの時報を7、12、19時に読みと
り、本機の時計を補正します（ただし、これらの時
刻に時報が送信されない場合は、自動補正されませ
ん）。時計が2分以上ずれていると自動補正できませ
んので、あらかじめ時計を合わせておいてくださ
い。

2 カーソルスティックをV/vに動かして
「NHK教育テレビ」を選び、B/bに動かし
てNHK教育テレビの表示チャンネルに合
わせる。

例：「NHK教育テレビ」の表示チャンネルが
2チャンネルのときは、ここを「2」にす
る

3 カーソルスティック（決定）を押す。
メニューが消えます。

ご注意
• 時報を読みとるとき（7、12、19時）、本機の電源が
入っていると自動補正できません。予約待機中も自動補
正できません。

• 録画中にジャストクロックの設定はできません。

1,2,3

「時計を合わせる」（ 24ページ）の手順6のあ
と、下の手順1の画面が出ます。「時計を合わせる」
の手順をとばして下の画面を出したいときは、メ
ニューで「時刻合わせ」を選び、カーソルスティッ
ク（決定）を2回押します。

1 カーソルスティックをB/bに動かして
「ジャストクロック」の「する」を選ぶ。

ジャストクロック�

ＮＨＫ教育テレビ�

ジャストクロック� しない�する�

　２チャンネル�

［　　］［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

• カーソル  

押ー決定�

ジャストクロック�

ＮＨＫ教育テレビ�

ジャストクロック� しない�する�

　２チャンネル�

• カーソル  

押ー決定� ［　　］でチャンネルを合わせて、�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

［決定］を押してください�

押ー決定�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

リモコンモード�
カセット�
取出し�

電 源�

3VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

Gコード／デジタルCS

Gコード予約� 設 定�

選 局�

EZパネル�
音声切換�
二重音声�

入力切換�衛星切換�

音 量� 　チャンネル�

録 画� 取消し／�
リセット�

スマート�
ファイル�

メニュー／�
予 約�

カーソル�

頭出し�

巻戻し�
CM早送り�

一時停止�
早送り�
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手順8：チャンネルと
Gコードの設定の確認をする
ここでは、録画や予約に必要な、チャンネル合わせ
とGコードの設定の確認をします。

1 テレビの電源を入れてから、テレビの入
力を「ビデオ」に切り換える。

2 電源スイッチを押して、ビデオの電源を
入れる。

3 テレビに番組が映るまで、チャンネル＋/
－ボタンを押す。
ビデオ本体の表示窓にチャンネル表示が出ま
す。

4 チャンネル＋/－ボタンを押して、テレビ
に映る放送局を確認する。
受信できる放送局がすべて映れば、確認は終
了です。
正しく設定されています。

3,4

2

こんなときは

• 手順3でテレビに番組が映らない。
→「自動チャンネル合わせ・Gコード設定をする」
（ 23ページ）の手順6で選んだ地域番号が間
違っていることが考えられます。「チャンネル
とGコードの地域番号・放送局表」（ 18
ページ）をご覧になり、別の地域番号を選んで
設定をやり直してください。

• ビデオのチャンネルの番号が、テレビのチャ
ンネルと違う。
例：テレビではNHK総合テレビが1チャンネルな

のに、ビデオでは9チャンネルになった
→「チャンネルの番号とGコードの設定を変える」
（ 27ページ）にしたがって、テレビのチャ
ンネルに合わせてください。

• 設定された放送局以外にも、受信したい放送
局がある。
→「受信できる放送局を追加する」（ 31ペー
ジ）にしたがって、受信できる放送局を追加し
てください。

• 不要なチャンネルが映る。
→「放送のないチャンネルをとばす」（ 35ペー
ジ）にしたがって削除してください。

ビデオ本体の表示窓チャンネル�

押ー決定�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

リモコンモード�
カセット�
取出し�

電 源�

3VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

Gコード／デジタルCS

Gコード予約� 設 定�

選 局�

EZパネル�
音声切換�
二重音声�

入力切換�衛星切換�

音 量� 　チャンネル�

録 画� 取消し／�
リセット�

スマート�
ファイル�

メニュー／�
予 約�

カーソル�

頭出し�

巻戻し�
CM早送り�

一時停止�
早送り�
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チャンネルの番号と
Gコードの設定を変える

「手順6：チャンネルとGコードの設定をする」
（ 18ページ）でチャンネルを合わせれば、お住
まいの地域で受信できるチャンネルはご覧になれま
す。
ただしチャンネルを自動で合わせたときには、これ
までご覧になっていたチャンネルと違うチャンネル
になる場合があります。
例：テレビではNHK総合テレビが1チャンネルなの

に、ビデオでは9チャンネルになった
このようなときは、手動でテレビと同じチャンネル
に変えることができます。

チャンネルの番号を変えるには、次の2つの手順を
行います。チャンネルとGコードの設定を同じ番号
に合わせないと、Gコード予約で正しく録画されま
せん。
手順1：チャンネルの番号を変える

（ 27ページ）
手順2：Gコードの設定を変える（ 29ページ）

3

2

4,6,9,10

5,8

手順1：チャンネルの番号を変える

1 テレビの電源を入れてから、テレビの入
力を「ビデオ」に切り換える。

2 電源スイッチを押して、ビデオの電源を
入れる。

3 メニュー/予約ボタンを押す。

テレビ画面

メニュー／�
予 約�

メニュー�

予約設定／確認�

［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

ＴＶチャンネル合わせ�

時刻合わせ�

Ｇコード設定�

各種設定１�

各種設定２�

スマートファイル入力／修正�

押ー決定�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

リモコンモード�
カセット�
取出し�

電 源�

3VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

Gコード／デジタルCS

Gコード予約� 設 定�

選 局�

EZパネル�
音声切換�
二重音声�

入力切換�衛星切換�

音 量� 　チャンネル�

録 画� 取消し／�
リセット�

スマート�
ファイル�

メニュー／�
予 約�

カーソル�

頭出し�

巻戻し�
CM早送り�

一時停止�
早送り�

再 生�

停 止�



28

4 カーソルスティックをV/vに動かして
「TVチャンネル合わせ」を選び、カーソ
ルスティック（決定）を押す。

5 チャンネル＋/－ボタンで、変えたい「表
示チャンネル」を選ぶ。

例：9チャンネルを1チャンネルに変えたいと
きは、ここを「9」にする

6 カーソルスティックをV/vに動かして
「チャンネル合わせ」を選び、B/bに動か
して「手動」にする。

• カーソル  

押ー決定�

ＴＶチャンネル合わせ�

受信する放送� ＣＡＴＶ�一般放送�

手動微調整�

受信チャンネル� ５３�

チャンネルとばし� しない�する�

［　　］［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

表示チャンネル　　９�

チャンネル合わせ� 手動�自動�

ＴＶチャンネル合わせ�

受信する放送� ＣＡＴＶ�一般放送�

手動微調整�

受信チャンネル� ５３�

チャンネルとばし� しない�する�

［　　］［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

表示チャンネル　　９�

チャンネル合わせ� 手動�自動�

ＴＶチャンネル合わせ�

受信する放送� ＣＡＴＶ�一般放送�

手動微調整�

受信チャンネル� 　１�

チャンネルとばし� しない�する�

［　　］［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

表示チャンネル　　１�

チャンネル合わせ� 手動�自動�
チャンネル�

• カーソル  

押ー決定�

ＴＶチャンネル合わせ�

受信する放送� ＣＡＴＶ�一般放送�

手動微調整�

受信チャンネル� ５３�

チャンネルとばし� しない�する�

［　　］［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

表示チャンネル　　１�

チャンネル合わせ� 手動�自動�

チャンネルの番号とGコードの設定
を変える（つづき）

ＴＶチャンネル合わせ�

受信する放送� ＣＡＴＶ�一般放送�

［　　］［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

表示チャンネル　　９�

チャンネル合わせ� 手動�自動�
チャンネル�

7 受信チャンネルを紙に書き出す。
この数字は、手順9で使います。

例：「53」を書き出す

8 チャンネル＋/－ボタンで「表示チャンネ
ル」を変える。

例：9チャンネルを1チャンネルに変えたいと
きは、ここを「1」にする

9 カーソルスティックをV/vに動かして「受
信チャンネル」を選び、B/bに動かして手
順7で書き出した受信チャンネルに変え
る。

例：表示チャンネル9の受信チャンネル「53」
にする

ＴＶチャンネル合わせ�

受信する放送� ＣＡＴＶ�一般放送�

［　　］［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

表示チャンネル　　２�

チャンネル合わせ� 手動�自動�

• カーソル  

押ー決定�
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10 カーソルスティック（決定）を押す。
メニューが消えます。
ただし、このままでは元のチャンネルも映り
ます。
例：NHK総合テレビが1チャンネルと9チャ
ンネルの両方で映る

9チャンネルで映らないようにするには、次
の「手順2：Gコードの設定を変える」を
行ったあと、「放送のないチャンネルをとば
す」（ 35ページ）をご覧ください。

メニューで選ぶ項目を間違えたときは
メニュー/予約ボタンを押します。メニュー画面が消
えます。そのあと、手順3からやり直してください。

手順2：Gコードの設定を変える

1 テレビの電源を入れてから、テレビの入
力を「ビデオ」に切り換える。

2 電源スイッチを押して、ビデオの電源を
入れる。

3 メニュー/予約ボタンを押す。

3,7

テレビ画面

6
2

4,5,6

メニュー／�
予 約�

メニュー�

予約設定／確認�

［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

ＴＶチャンネル合わせ�

時刻合わせ�

Ｇコード設定�

各種設定１�

各種設定２�

スマートファイル入力／修正�

押ー決定�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

リモコンモード�
カセット�
取出し�

電 源�

3VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

Gコード／デジタルCS

Gコード予約� 設 定�

選 局�

EZパネル�
音声切換�
二重音声�

入力切換�衛星切換�

音 量� 　チャンネル�

録 画� 取消し／�
リセット�

スマート�
ファイル�

メニュー／�
予 約�

カーソル�

頭出し�

巻戻し�
CM早送り�

一時停止�
早送り�

再 生�

停 止�
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6 Gコード/デジタルCS数字ボタンで変え
たチャンネルを入れて、カーソルス
ティック（決定）を押す。
チャンネルは2桁で入れます。
1桁のチャンネルは、まず0を押します（01な
ど）。
間違えたときは正しいチャンネルを続けて入
れます。変える前のチャンネルに戻すには、
カーソルスティック（決定）を押さずに、V/v
に動かします。

例：9チャンネルを1チャンネルに変えたとき
は、ここを「1」にする

7 終わったらメニュー/予約ボタンを押す。
メニューが消えます。

• カーソル  

押ー決定�

ガイドチャンネル確認／設定　１�

［　　］で選び、［０ー９］でチャンネルを�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

入力して、［決定］を押してください�

８０�

ガイドチャンネル　表示チャンネル�

ー� ９�

３３� ー� ５�

９０� ー� ２�

１１� ー� １１�

３５� ー� ７�

ガイドチャンネル確認／設定　１�

［　　］で選び、［０ー９］でチャンネルを�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

入力して、［決定］を押してください�

８０�

ガイドチャンネル　表示チャンネル�

ー� １�

３３� ー� ５�

９０� ー� ２�

１１� ー� １１�

３５� ー� ７�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Gコード／デジタルCS

• カーソル  

押ー決定�

4 カーソルスティックをV/vに動かして「G
コード設定」を選び、カーソルスティッ
ク（決定）を押す。

5 カーソルスティックをvに繰り返し動かし
て、合わせるチャンネルの行を選ぶ。
行きすぎたときは、カーソルスティックをV
に動かします。

例：9チャンネルを1チャンネルに変えたとき
は、この行を選ぶ

• カーソル  

押ー決定�

ガイドチャンネル確認／設定　１�

［　　］で選び、［０ー９］でチャンネルを�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

入力して、［決定］を押してください�

８０�

ガイドチャンネル　表示チャンネル�

ー� ９�

３３� ー� ５�

９０� ー� ２�

１１� ー� １１�

３５� ー� ７�

チャンネルの番号とGコードの設定
を変える（つづき）

メニューで選ぶ項目を間違えたときは
メニュー/予約ボタンを押します。メニュー画面が消
えます。そのあと、手順3からやり直してください。



31

接
続
と
準
備

受信できる放送局を
追加する

「手順6：チャンネルとGコードの設定をする」
（ 18ページ）で設定した地域番号に含まれる放
送局の他にご覧になれる放送局があるときは、追加
します。放送局を追加するには、次の2つの手順を
行います。追加した放送局のGコードの設定をしな
いと、Gコード予約ができません。
手順1：放送局を追加する（ 31ページ）
手順2：追加した放送局にGコードの設定をする

（ 33ページ）

3

6

2

4,5,7,8,9

手順1：放送局を追加する

放送局を追加するには、受信チャンネルを使いま
す。あらかじめ、新聞や雑誌のテレビ欄に掲載され
ている各放送局の番号（受信チャンネル）を調べて
おいてください。同じ放送局でも、地域により受信
チャンネルが異なることがありますのでご注意くだ
さい。
例：三島にお住まいの方が、中京テレビ（受信チャ

ンネル58）を12チャンネルに追加する

1 テレビの電源を入れてから、テレビの入
力を「ビデオ」に切り換える。

2 電源スイッチを押して、ビデオの電源を
入れる。

3 メニュー/予約ボタンを押す。

メニュー／�
予 約�

メニュー�

予約設定／確認�

［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

ＴＶチャンネル合わせ�

時刻合わせ�

Ｇコード設定�

各種設定１�

各種設定２�

スマートファイル入力／修正�

テレビ画面

押ー決定�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

リモコンモード�
カセット�
取出し�

電 源�

3VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

Gコード／デジタルCS

Gコード予約� 設 定�

選 局�

EZパネル�
音声切換�
二重音声�

入力切換�衛星切換�

音 量� 　チャンネル�

録 画� 取消し／�
リセット�

スマート�
ファイル�

メニュー／�
予 約�

カーソル�

頭出し�

巻戻し�
CM早送り�

一時停止�
早送り�

再 生�
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受信できる放送局を追加する
（つづき）

7 カーソルスティックをV/vに動かして「受
信チャンネル」を選び、B/bに動かして追
加したい放送局の受信チャンネルを入れ
る。

例：三島にお住まいの方が、中京テレビ（受
信チャンネル58）を追加したいときは、
ここを「58」にする

8 カーソルスティックをV/vに動かして
「チャンネルとばし」を選び、B/bに動か
して「しない」にする。

9 カーソルスティック（決定）を押す。
メニューが消えます。

4 カーソルスティックをV/vに動かして
「TVチャンネル合わせ」を選び、カーソ
ルスティック（決定）を押す。

5 カーソルスティックをV/vに動かして
「チャンネル合わせ」を選び、B/bに動か
して「手動」にする。

6 チャンネル＋/－ボタンで、「表示チャン
ネル」を追加したいチャンネルにする。

例：12チャンネルを追加したいときは、ここ
を「12」にする

ＴＶチャンネル合わせ�

受信する放送� ＣＡＴＶ�一般放送�

［　　］［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

表示チャンネル　　２�

チャンネル合わせ� 手動�自動�

• カーソル  

押ー決定�

• カーソル  

押ー決定�

ＴＶチャンネル合わせ�

受信する放送� ＣＡＴＶ�一般放送�

手動微調整�

受信チャンネル� ５１�

チャンネルとばし� しない�する�

［　　］［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

表示チャンネル　　２�

チャンネル合わせ� 手動�自動�

メニューで選ぶ項目を間違えたときは
メニュー/予約ボタンを押します。メニュー画面が消
えます。そのあと、手順3からやり直してください。

ＴＶチャンネル合わせ�

受信する放送� ＣＡＴＶ�一般放送�

手動微調整�

受信チャンネル� １２�

チャンネルとばし� しない�する�

［　　］［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

表示チャンネル　１２�

チャンネル合わせ� 手動�自動�
チャンネル�

• カーソル  

押ー決定�

ＴＶチャンネル合わせ�

受信する放送� ＣＡＴＶ�一般放送�

手動微調整�

受信チャンネル� ５８�

チャンネルとばし� しない�する�

［　　］［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

表示チャンネル　１２�

チャンネル合わせ� 手動�自動�

• カーソル  

押ー決定�

ＴＶチャンネル合わせ�

受信する放送� ＣＡＴＶ�一般放送�

手動微調整�

受信チャンネル� ５８�

チャンネルとばし� しない�する�

［　　］［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

表示チャンネル　１２�

チャンネル合わせ� 手動�自動�
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4 カーソルスティックをV/vに動かして「G
コード設定」を選び、カーソルスティッ
ク（決定）を押す。

5 カーソルスティックをvに繰り返し動かし
て、ガイドチャンネルが「--」になってい
る行を選ぶ。

6 Gコード/デジタルCS数字ボタンで追加
する放送局のガイドチャンネルを入れ、
カーソルスティック（決定）を押す。

例：三島にお住まいの方が、中京テレビ（ガ
イドチャンネル：35、表示チャンネル：
12）を追加するときは、ここに「35」を
入れる

• カーソル  

押ー決定�

ガイドチャンネル確認／設定　１�

［　　］で選び、［０ー９］でチャンネルを�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

入力して、［決定］を押してください�

８０�

ガイドチャンネル　表示チャンネル�

ー� １�

３３� ー� ５�

９０� ー� ２�

１１� ー� １１�

３５� ー� ７�

• カーソル  

押ー決定�

ガイドチャンネル確認／設定　２�

［　　］で選び、［０ー９］でチャンネルを�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

入力して、［決定］を押してください�

３１�

ガイドチャンネル　表示チャンネル�

ー� ３�

－－� ー� －－－�

－－� ー� －－－�

－－� ー� －－－�

－－� ー� －－－�

手順2：追加した放送局にGコード
の設定をする

Gコードの設定をするには、放送局のガイドチャン
ネルが必要です。
追加する放送局のガイドチャンネルは「チャンネル

とGコードの地域番号・放送局表」（ 18ページ）
でご確認ください。
例：三島にお住まいの方が、12チャンネルに追加

した中京テレビ（ガイドチャンネル35）のG
コードの設定をする

2

3,9

入力切換ボタン

6,7

1 テレビの電源を入れてから、テレビの入
力を「ビデオ」に切り換える。

2 電源スイッチを押して、ビデオの電源を
入れる。

3 メニュー/予約ボタンを押す。

4,5,6,7

テレビ画面

メニュー／�
予 約�

メニュー�

予約設定／確認�

［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

ＴＶチャンネル合わせ�

時刻合わせ�

Ｇコード設定�

各種設定１�

各種設定２�

スマートファイル入力／修正�

ガイドチャンネル確認／設定　２�

［　　］で選び、［０ー９］でチャンネルを�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

入力して、［決定］を押してください�

３１�

ガイドチャンネル　表示チャンネル�

ー� ３�

－－� ー� －－－�

３５� ー� －－－�

－－� ー� －－－�

－－� ー� －－－�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Gコード／デジタルCS

• カーソル  

押ー決定�

押ー決定�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

リモコンモード�
カセット�
取出し�

電 源�

3VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

Gコード／デジタルCS

Gコード予約� 設 定�

選 局�

EZパネル�
音声切換�
二重音声�

入力切換�衛星切換�

音 量� 　チャンネル�

録 画� 取消し／�
リセット�

スマート�
ファイル�

メニュー／�
予 約�

カーソル�

頭出し�

巻戻し�
CM早送り�

一時停止�
早送り�

再 生�
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本機の入力端子につないだ機器をGコード
で予約するには
1 手順6でGコード予約したい放送のガイドチャン
ネルを「BS放送およびCATVのガイドチャンネ
ル表」（ 21ページ）から選んで入れ、カーソ
ルスティック（決定）を押す。

2 手順7で入力切換ボタンを押して、「入力1」また
は「入力2」、「入力3」を表示チャンネルに出し、
カーソルスティック（決定）を押す。
「入力1」または「入力2」、「入力3」を入れた放送
局は、本機の入力端子につないだ機器から録画
されます。

ご注意
• あらかじめ設定されているガイドチャンネルを変えた
り、消すことはできません。

• すでに本機に設定されているガイドチャンネルは、追加
できません。

「入力1」または「入力2」、「入力3」にする

ガイドチャンネル確認／設定　２�

［　　］で選び、［０ー９］でチャンネルを�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

入力して、［決定］を押してください�

３１�

ガイドチャンネル　表示チャンネル�

ー� ３�

－－� ー� －－－�

７４� ー� －－－�

－－� ー� －－－�

－－� ー� －－－�

ガイドチャンネル確認／設定　２�

［　　］で選び、［０ー９］でチャンネルを�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

入力して、［決定］を押してください�

３１�

ガイドチャンネル　表示チャンネル�

ー� ３�

－－� ー� －－－�

７４� ー� 入力１�

－－� ー� －－－�

－－� ー� －－－�

7 Gコード/デジタルCS数字ボタンで追加
する放送局の表示チャンネルを入れ、
カーソルスティック（決定）を押す。

例：三島にお住まいの方が、中京テレビ（ガ
イドチャンネル：35、表示チャンネル：
12）を追加するときは、ここに「12」を
入れる

8 他の放送局も追加するときは、手順5から
7を繰り返す。

9 終わったらメニュー/予約ボタンを押す。
メニューが消えます。

メニューで選ぶ項目を間違えたときは
メニュー/予約ボタンを押します。メニュー画面が消
えます。そのあと、手順3からやり直してください。

追加した放送局を変えるには
追加した放送局の代わりに、別の放送局を入れま
す。
また、すべて消して最初からやり直すこともできま
す。「手順6：チャンネルとGコードの設定をする」
（ 18ページ）にしたがって、もう一度現在設定し
ている地域番号を入れます。これで放送局を追加す
る前の状態に戻ります。

ガイドチャンネル確認／設定　２�

［　　］で選び、［０ー９］でチャンネルを�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

入力して、［決定］を押してください�

３１�

ガイドチャンネル　表示チャンネル�

ー� ３�

－－� ー� －－－�

３５� ー� １２�

－－� ー� －－－�

－－� ー� －－－�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Gコード／デジタルCS

• カーソル  

押ー決定�

受信できる放送局を追加する
（つづき）
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4 カーソルスティックをV/vに動かして
「TVチャンネル合わせ」を選び、カーソ
ルスティック（決定）を押す。

5 カーソルスティックをV/vに動かして
「チャンネル合わせ」を選び、B/bに動か
して「手動」にする。

6 チャンネル＋/－ボタンで「表示チャンネ
ル」をとばしたいチャンネルにする。

例：9チャンネルをとばしたいときは、ここ
を「9」にする。

ＴＶチャンネル合わせ�

受信する放送� ＣＡＴＶ�一般放送�

［　　］［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

表示チャンネル　　２�

チャンネル合わせ� 手動�自動�

• カーソル  

押ー決定�

• カーソル  

押ー決定�

ＴＶチャンネル合わせ�

受信する放送� ＣＡＴＶ�一般放送�

手動微調整�

受信チャンネル� ５１�

チャンネルとばし� しない�する�

［　　］［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

表示チャンネル　　２�

チャンネル合わせ� 手動�自動�

ＴＶチャンネル合わせ�

受信する放送� ＣＡＴＶ�一般放送�

手動微調整�

受信チャンネル� ５３�

チャンネルとばし� しない�する�

［　　］［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

表示チャンネル　　９�

チャンネル合わせ� 手動�自動�
チャンネル�

放送のないチャンネ
ルをとばす

不要なチャンネルを映らないようにします。チャン
ネル＋/－ボタンでチャンネルを選ぶときに、映る
チャンネルだけ見ることができます。

1 テレビの電源を入れてから、テレビの入
力を「ビデオ」に切り換える。

2 電源スイッチを押して、ビデオの電源を
入れる。

3 メニュー/予約ボタンを押す。

2

3

6

4,5,7,8

テレビ画面

メニュー／�
予 約�

メニュー�

予約設定／確認�

［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

ＴＶチャンネル合わせ�

時刻合わせ�

Ｇコード設定�

各種設定１�

各種設定２�

スマートファイル入力／修正�

押ー決定�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

リモコンモード�
カセット�
取出し�

電 源�

3VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

Gコード／デジタルCS

Gコード予約� 設 定�

選 局�

EZパネル�
音声切換�
二重音声�

入力切換�衛星切換�

音 量� 　チャンネル�

録 画� 取消し／�
リセット�

スマート�
ファイル�

メニュー／�
予 約�

カーソル�

頭出し�

巻戻し�
CM早送り�

一時停止�
早送り�

再 生�
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7 カーソルスティックをV/vに動かして
「チャンネルとばし」を選び、B/bに動か
して「する」にする。

8 カーソルスティック（決定）を押す。
メニューが消えます。

メニューで選ぶ項目を間違えたときは
メニュー/予約ボタンを押します。メニュー画面が消
えます。そのあと、手順3からやり直してください。

ＴＶチャンネル合わせ�

受信する放送� ＣＡＴＶ�一般放送�

手動微調整�

受信チャンネル� 　５３�

チャンネルとばし� しない�する�

［　　］［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

表示チャンネル　　９�

チャンネル合わせ� 手動�自動�

• カーソル  

押ー決定�

放送のないチャンネルをとばす
（つづき）

i.LINK対応デジタルCS
チューナーをつなぐ

i.LINK対応デジタルCSチューナーをつなぐと、デ
ジタルCS放送をD-VHSテープにデジタル録画する
ことができます。また、デジタル録画した番組を見
ることができます。

i.LINKケーブルの準備をする
本機とi.LINK対応デジタルCSチューナーをつなぐ
前に、i.LINKケーブルに付属のノイズ防止用コアを
取り付けてください。ノイズ防止用コアを取り付け
ないと、テレビ放送にノイズが入ることがありま
す。

ノイズ防止用コアは、プラグに近いところに取り付
けます。ノイズ防止用コアがついているほうのプラ
グを、本機のi.LINK 端子につないでください。

ノイズ防止用コア

まっすぐにそろえる

こちらのプラグを本機の
i.LINK端子につなぐ

i.LINK
ケーブル
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S200 S200

(MD/D-VHS)

右�（副）�左�（主）�

音声出力� 映像出力� S1映像出力� i. LINK

入力3（デジタルCSチューナーから）�

（黄）�（黒）�（白）�（赤）�

S映像�映像�音声�左�右�

出力2

（黄）�（黒）�（白）�（赤）�

S映像�

（黒）�（白）�（赤）� （黄）�

音声（右）　�　音声（左）�映像� S映像�

映像�音声�左�右�

ビデオ�
入力1

i . L I NK�
（デジタルCSチューナー）�

S200

（黄）� （黒）�（白）�（赤）�

i.LINK対応のデジタルCSチューナーは、必ず本機
の入力3端子につないでください。
i.LINK対応機器の接続には、付属のi.LINKケーブル
またはソニーのi.LINKケーブルVMC-IL4415
（1.5m）、VMC-IL4435（3.5m）をお使いくださ
い。

本機後面

ç：映像・音声信号の流れ

映像・音声コード
（付属）

テレビ

i.LINKケーブル
（付属）

i.LINK対応デジタルCSチューナー
（DST-MS9など）

S映像入力端子付きの機器とつなぐときは
S映像コードをつなぐと、よりきれいな映像が楽し
めます。このとき、映像・音声コードの映像端子
（黄）はつなぎません。

ちょっと一言
• 本機の入力3端子にS映像コードをつないだときは、映
像・音声コードの映像端子（黄）はつなぎません。この
とき、メニューの「各種設定2」で「映像入力3」を「S映
像」にします（ 43ページ）。

S映像コード
（付属）
（S映像端子付
きのテレビを
つなぐとき）

映像・音声コード
（別売り）

ノイズ
防止用コア
（付属）

i.LINKについて詳しくは、 79ページをご覧く
ださい。
この接続のほかに、アンテナ線をつないでください
（ 10ページ）。
デジタルCSチューナーの取扱説明書もあわせてご
覧ください。

S映像コード
（別売り）
（S映像端子付きのデジタル
CSチューナーをつなぐとき）
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CATVを受信するには
1 CATVチューナーで、受信したいチャンネルを選
ぶ。

2 本機のチャンネル＋/－ボタンを押して、ビデオ本
体の表示窓に「L1」または「L2」、「L3」を出す。
CATVチューナーを入力1端子につないでいると
きは「L1」を、入力2端子につないでいるときは
「L2」を、入力3端子につないでいるときは「L3」
を出します。

CATVのVHF/UHF放送のチャンネルを本
機で受信するには
CATVのVHF/UHF放送の中には、本機で受信でき
るチャンネルもあります。

1 F型コネクター付き同軸ケーブル（別売り）で、
本機のVHF/UHF入力端子とCATVチューナーの
VHF/UHF出力端子をつなぐ。

2 メニュー/予約ボタンを押して、カーソルス
ティックを V/vに動かして「TVチャンネル合わ
せ」を選び、カーソルスティック（決定）を押
す。

3 カーソルスティックを V/vに動かして「受信する
放送」を選び、 B/bに動かして「CATV」を選
ぶ。

4 カーソルスティックを V/vに動かして「チャンネ
ル合わせ」を選び、 B/bに動かして「手動」にす
る。

5 チャンネル＋/－ボタンを押して「表示チャンネ
ル」を、放送のないチャンネルの番号（例：20）
にする。

6 カーソルスティックを V/vに動かして「受信チャ
ンネル」を選び、 B/bに動かして受信したいチャ
ンネルの番号（例：C30）を入れる。

7 カーソルスティックを V/vに動かして「チャンネ
ルとばし」を選び、 B/bに動かして「しない」に
する。

8 手順5から7を繰り返して、チャンネルを合わせ
ていく。

9 カーソルスティック（決定）を押す。

ケーブルテレビ
（CATV）をつなぐ
CATV局と受信契約すると送られてくるCATV
チューナーをつなぐと、CATVを受信することがで
きます。なお、CATVは受信できない地域もありま
す。くわしくは、お近くのCATV局にお問い合わせ
ください。

CATVチューナーの取扱説明書もあわせてご覧くだ
さい。
本機とCATVチューナーの接続のしかたがわからな
いときは、テクニカルインフォメーションセンター
にお問い合わせください。

本機後面

ç：映像・音声信号の流れ

映像・
音声コード
（別売り）

CATVチューナー�

入力1

（黄）�（白）�（赤）�

映像�音声�左�右�

（白）�（赤）� （黄）�

音声（右）　�　音声（左）�映像�

映像／�
音声出力�
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テレビのメーカー メーカー番号

ソニー（gマーク付き） 01（お買い上げ時の設定）

松下電器1*1 02

東芝 03

日立製作所 04

三菱電機 05

日本ビクター 06

三洋電機1*1 07

シャープ1*1 08

NEC 09

パイオニア *2 10

富士通ゼネラル 11

ソニー（gマーク無し）*2 12

松下電器2 *1 13

フナイ（PRECIOUS） 14

三洋電機2 *1 15

シャープ2 *1 16

アイワ 17

三星（SAMSUNG） 18

*1 メーカー番号「02」「07」「08」で操作できないときは
同じメーカーのもう1つの番号（「13」「15」「16」）に
してください。

*2 入力切換ボタンは使えません。

2

1

リモコンで各社の
テレビを操作する

リモコン信号をお手持ちのテレビのメーカーに合わ
せると、本機のリモコンでテレビのチャンネルや音
量、電源を操作できます。お買い上げ時はソニーの
gマーク付きテレビを操作できるよう設定されてい
ます。

1 テレビ/デジタルCS/ビデオスイッチを、
「テレビ」にする。

2 電源スイッチを押したままGコード/デジ
タルCS数字ボタンを押して、テレビの
メーカー番号（2桁）を入れる。
テレビのメーカー番号は次の表の通りです。

例：メーカー番号を03に合わせるときは、
「0」「3」と押す。

デジタルCS

ビデオ�テレビ�

電 源� 1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Gコード／デジタルCS

押ー決定�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

リモコンモード�
カセット�
取出し�

電 源�

3VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

Gコード／デジタルCS

Gコード予約� 設 定�

選 局�

EZパネル�
音声切換�
二重音声�

入力切換�衛星切換�

音 量� 　チャンネル�

録 画� 取消し／�
リセット�

スマート�
ファイル�

メニュー／�
予 約�

カーソル�

頭出し�

巻戻し�
CM早送り�

一時停止�
早送り�



40

受信状態を調整する

本機ではテレビ放送の受信状態を自動的に調整する
ので、何もしなくてもきれいな画像をお楽しみいた
だけます。それでも映りが悪いときは、手動で調整
してください。

1 映りの悪いチャンネルを見ているとき
に、メニュー/予約ボタンを押す。

テレビ画面

2,3,4,5
1

各社のテレビに使えるボタン
テレビを操作するときは、テレビ/デジタルCS/ビデ
オスイッチを「テレビ」にします。

チャンネル＋/－
ボタン

電源スイッチ

入力切換ボタン

音量＋/－ボタン

音声切換/二重音声
ボタン

ご注意
• テレビによっては、メーカー番号を合わせても操作でき
ないことや、一部のボタンが使えないことがあります。

• リモコンの乾電池を交換したときは、テレビのメーカー
番号を合わせ直してください。

チャンネル＋/－
ボタン

入力切換ボタン

画面表示ボタン

「テレビ」
にする

ふたを�

開ける�

押ー決定�

カセット�
取出し�
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もとへ� i. LINK 予約一覧� 好み一覧� 番組説明�
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メニュー�

予約設定／確認�

［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

ＴＶチャンネル合わせ�

時刻合わせ�

Ｇコード設定�

各種設定１�

各種設定２�

スマートファイル入力／修正�

リモコンで各社のテレビを操作
する（つづき）

1 2 3
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5 終わったらカーソルスティック（決定）を
押す。
メニューが消えます。

2 カーソルスティックをV/vに動かして
「TVチャンネル合わせ」を選び、カーソ
ルスティック（決定）を押す。

3 カーソルスティックをV/vに動かして
「チャンネル合わせ」を選び、B/bに動か
して「手動」にする。

4 カーソルスティックをV/vに動かして「手
動微調整」を選び、 B/bに動かして画面
を見ながらきれいに映るように調整す
る。

メニューで選ぶ項目を間違えたときは
メニュー/予約ボタンを押します。メニュー画面が消
えます。そのあと、手順1からやり直してください。

ＴＶチャンネル合わせ�

受信する放送� ＣＡＴＶ�一般放送�

［　　］［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

表示チャンネル　　２�

チャンネル合わせ� 手動�自動�

• カーソル  

押ー決定�

• カーソル  

押ー決定�

ＴＶチャンネル合わせ�

受信する放送� ＣＡＴＶ�一般放送�

手動微調整�

受信チャンネル� ５１�

チャンネルとばし� しない�する�

［　　］［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

表示チャンネル　　２�

チャンネル合わせ� 手動�自動�

ＴＶチャンネル合わせ�

受信する放送� ＣＡＴＶ�一般放送�

手動微調整�

受信チャンネル� ５１�

チャンネルとばし� しない�する�

［　　］で選び、［　　］で設定してください�

表示チャンネル　　２�

チャンネル合わせ� 手動�自動�

• カーソル  

押ー決定�
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お買い上げ時の設定
を変える

画面表示やアンテナ切り換えなどの設定を変えるこ
とができます。通常はお買い上げ時の設定で使えま
す。編集するときや、アンテナ線だけでテレビとつ
ないだときなど、必要に応じて変えてください。

1 テレビの電源を入れてから、テレビの入
力を「ビデオ」に切り換える。

2 電源スイッチを押して、ビデオの電源を
入れる。

3 メニュー/予約ボタンを押す。

4 カーソルスティックをV/vに動かして「各
種設定1」または「各種設定2」を選び、
カーソルスティック（決定）を押す。

「各種設定1」を選んだとき

「各種設定2」を選んだとき

5 カーソルスティックをV/vに動かして設定
したい項目を選び、 B/bに動かして設定
する。設定が終わったら、カーソルス
ティック（決定）を押す。
メニューが消えます。

2

4,5
3

テレビ画面

メニューで選ぶ項目を間違えたときは
メニュー/予約ボタンを押します。メニュー画面が消
えます。そのあと、手順3からやり直してください。

メニュー／�
予 約�

メニュー�

予約設定／確認�

［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

ＴＶチャンネル合わせ�

時刻合わせ�

Ｇコード設定�

各種設定１�

各種設定２�

スマートファイル入力／修正�

• カーソル  

押ー決定�

各種設定１�

自動画面表示� 切�入�

アンテナ切りかえ� 手動�自動�

［　　］［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

各種設定２�

ＡＰＣ� 切�入�

映像入力３� Ｓ映像�映像�

ピッタリ録画� 切�入�

［　　］［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

入力３スルー� 切�入�

押ー決定�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

リモコンモード�
カセット�
取出し�

電 源�

3VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

Gコード／デジタルCS

Gコード予約� 設 定�

選 局�

EZパネル�
音声切換�
二重音声�

入力切換�衛星切換�

音 量� 　チャンネル�

録 画� 取消し／�
リセット�

スマート�
ファイル�

メニュー／�
予 約�

カーソル�

頭出し�

巻戻し�
CM早送り�

一時停止�
早送り�
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各設定の内容（●：お買い上げ時の設定）

「各種設定1」
自動画面表示

●入 再生や早送り再生などの走行表示やお知
らせガイドが出る（約3秒間出て消え
る）。

切 走行表示やお知らせガイドが出ない（他
機での録画時に走行表示を入れたくない
ときにこの位置にする）。

アンテナ切りかえ

自動 映像・音声端子のないテレビとつないだ
ときにこの位置にする。

●手動 映像・音声コードでテレビとつないだと
きにこの位置にする。

「各種設定2」
APC*1

●入 テープとヘッドの状態を自動判別し、最
適な画質で再生、録画する（通常はこの
位置にする）。

切 APCは働かない。

映像入力3

●映像 入力3端子に映像・音声コードだけつな
いだときにこの位置にする。

S映像 入力3端子にS映像コードをつないだと
きにこの位置にする。

ピッタリ録画

●入 録画モードを標準で録画中の1件の予約
について、テープ残量が足りなくなる
と、録画モードが自動的に3倍にな
る。ただし、録画モードを3倍にしても
テープ残量が足りないときは、テープの
終わりで録画が止まる。

切 常に選んだ録画モードで録画する。

入力3スルー

●入 入力切換ボタンで「デジタルCS」を選
んだとき、本機の入力3端子に入力され
た信号を、本機の出力端子から出力する
（通常はこの位置にする）。

切 本機の入力3端子に入力された信号は、
本機の出力端子から出力しない。

*1 Adaptive Picture Control（アダプティブ・ピク
チャー・コントロール）の略です。
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小さなお子様がカセット挿入口に手を入れな
いようにご注意ください。けがをすることが
あります。

注意

再生

�����������	
����	

ここでは、再生するときに使えるいろいろ
な機能について説明します。
スロー・2倍速などの変速再生ができるほ
か、録画した番組のとばしたい部分（CM
など）を早送りしたり、1本のテープに録
画した各番組を頭出ししたりできます。
また、二か国語放送などの主音声・副音声
の切り換え、テープカウンターやテープ残
量の表示、画像と音声の調整など、再生に
役立つ機能もあります。
デジタル録画した番組の再生については、
「デジタル録画した番組を見る」（ 84
ページ）をご覧ください。

ビデオを見る

S-VHSまたはVHSのビデオテープを再生して見る
ことができます。また、D-VHSのビデオテープに
アナログ録画した番組もこの方法で再生して見るこ
とができます。

D-VHSテープにデジタル録画した番組を再生する
には、「デジタル録画した番組を見る」（ 84ペー
ジ）をご覧ください。

音声切換/二重音声ボタン

巻戻し0ボタン

早送り)ボタン

一時停止Pボタン

3
停止pボタン

カセット取出し6ボタン

1 テレビの電源を入れてから、テレビの入
力を「ビデオ」に切り換える。

2 カセットを入れる。
ビデオの電源が自動的に入ります。

44
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再生を止めるには
停止pボタンを押します。

再生を一時停止するには
一時停止Pボタンを押します。
もう1度押すか5分以上たつと、再生に戻ります。

巻き戻し・早送りするには
停止中に巻戻し0ボタンまたは早送り)ボタンを
押します。

カセットを取り出すには
カセット取出し6ボタンを押します。

ちょっと一言
• ツメの折れたカセットを入れると、自動的に再生が始ま
ります。

• 二か国語放送などの音声を切り換えるには、音声切換/
二重音声ボタンを押します（ 47ページ）。

ご注意
• カセット挿入口にVHSカセット以外のものを入れない
でください。故障の原因になります。

• S-VHS方式で録画したテープも再生できますが、
S-VHS本来の解像度は得られません（簡易再生）。

再 生�

CMをとばす

録画したテープを見ているときに、CMなど、とば
したい部分を早送りすることができます。

再生中にとばしたい部分で、CM早送り
ボタンを押す。
テープの30秒ぶんを早送り再生したあと、自
動的に再生に戻ります。早送り中は、音声は
出ません。

続けて1分以上早送りするには
CM早送りボタンを2回以上押します。
押すたびに30秒ずつ、最長2分間（4回押したぶん）
まで早送りします。

ご注意
• 録画中は、CM早送りボタンは働きません。

CM早送りボタン

CM早送り�

3 再生·ボタンを押す。

こんなときは
•リモコンで操作できない。
→リモコンモードを確認してください　　　　
（ 7ページ）。
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再生中または再生一時停止中にクリック
シャトルを回す。

ふつうの再生に戻すには
クリックシャトルを回して再生の位置に戻すか、再
生·ボタンを押します。

ちょっと一言
• 再生中に早送り)ボタンや巻戻し0ボタンを押す
と、押している間早送り再生や巻き戻し再生になりま
す。

• スローで見ているときに5分以上たつと、自動的にふつ
うの再生になります。

ご注意
• 停止中または録画中、録画一時停止中は、クリックシャ
トルで画像の速さを変えることはできません。

• 本体にクリックシャトルがないソニーのビデオデッキ
を、本機のリモコンのクリックシャトルで操作しても、
動きません。

• 再生の速さを変えると、画像が乱れます。
• D-VHSにデジタル録画した番組は、速さを変えて見る
ことはできません。

早
送
り
再
生

　<２
倍
速

　<再
生

　<ス
ロ
ー

　<再
生
一
時
停
止

　<ス
ロ
ー
（
逆
方
向
）

　<１
倍
速
（
逆
方
向
）

　<２
倍
速
（
逆
方
向
）

　<巻
き
戻
し
再
生

画面表示ボタンを押すと、下の表示が出ます。

画像の速さ 画面表示
早送り再生 早送り再生

2倍速 2倍速

再生 再生

スロー スロー

再生一時停止 再生　一時停止

スロー（逆方向） 逆スロー

1倍速（逆方向） －1倍速

2倍速（逆方向） －2倍速

巻き戻し再生 巻戻し再生

速さを変えて見る

いろいろな速さで画像を見ることができます。再生
の速さを変えると、音声は出ません。

巻戻し0ボタン

早送り)ボタン

再生·ボタン

クリックシャトル

画面表示ボタン

ふたを�

開ける�
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もとへ� i. LINK 予約一覧� 好み一覧� 番組説明�

画面表示�
カウンター／�
残量�

テレビ／�
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二か国語放送などの
音声を切り換える

二か国語放送などを録画したテープを再生すると、
主音声と副音声が同時に聞こえます。聞きたい音声
に切り換えてください。ステレオ放送を録画した
テープは、自動的にステレオで聞こえます。

再生中に音声切換/二重音声ボタンを押
す。
ボタンを押すたびに、画面に出る表示と聞こ
える音声が次のように切り換わります。

画面に 聞こえる音声

出る表示 二か国語放送 ステレオ放送

ステレオ* 主音声と副音声の混合 ステレオ

主/左* 主音声 左チャンネル

副/右* 副音声 右チャンネル

表示なし 主音声 モノラル

* ビデオ本体に「ステレオ/二重音声」表示が出ま
す。

音声切換/
二重音声ボタン

ちょっと一言
• 本機で受信している二か国語放送の音声も、音声切換/
二重音声ボタンで切り換えることができます。

•「入力1」または「入力2」、「入力3」を選んでいるとき
も、ビデオ本体に「ステレオ/二重音声」表示が出ます。

ご注意
• 音声切換/二重音声ボタンは、次のとき働きません。
－モノラルビデオで録画したテープを再生したとき
（常にモノラル）
－ステレオ放送を受信しているとき

• D-VHSにデジタル録画した番組の音声を、本機で切り
換えることはできません。
音声の切り換えについては、デジタルCSチューナーの
取扱説明書をご覧ください。

音声切換�
二重音声�
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カウンター/残量ボタンを押す。
もう一度押すとカウンター表示に戻ります。

ちょっと一言
• テープ残量を時間表示しているとき、画面表示ボタンを
押すと、テレビ画面でも表示を見ることができます。

ご注意
• VHS-Cカセットアダプターを使用した場合、残量表示
は正しく表示されません。

• テープの種類によっては、残量が正しく表示されないこ
とがあります。

• テープ残量の時間表示が出ないときは、しばらく再生な
どの操作をしてください。

ビデオ本体の表示窓

画面表示ボタン

カウンター/残量
ボタン

テープ残量を時間表示する

テレビ画面

画面表示やテープ
残量を見る

テープカウンターとテープ残量をテレビ画面で見た
り、テープ残量を時間表示することができます。残
量表示はテープの残りを知る目安としてお使いくだ
さい。

画面表示を見る

画面表示ボタンを押す。
テープカウンターおよびテープ残量が出ま
す。もう一度押すと元の画面に戻ります。

取消し/リセット
ボタン

画面表示ボタン

テープカウンターを「0:00:00」に戻すには
取消し/リセットボタンを押します。テープを入れ換
えたときも「0:00:00」になります。ビデオ本体で
は「0H00M00S」表示になります。

ちょっと一言
•「再生」や「早送り」など操作時に自動的に出てくる走行
表示を消したいときは、メニューの「各種設定1」で
「自動画面表示」を「切」にしてください（ 43ペー
ジ）。

ふたを�

開ける�

押ー決定�

カセット�
取出し�

電 源�

3

リモコンモード�

VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

録 画� 取消し／�
リセット�

スマート�
ファイル�

メニュー／�
予 約�

カーソル�

頭出し�

ヘルプ� 衛星切換� 現在番組� 週間番組�日付／ジャンル�

もとへ� i. LINK 予約一覧� 好み一覧� 番組説明�

画面表示�
カウンター／�
残量�

テレビ／�
ビデオ� 入力切換�

自動／手動� ノーマル／スロー�

静止画調整�

トラッキング�
標準／3倍�  チャンネル�

ふたを�

開ける�

カセット�
取出し�

電 源�

3

リモコンモード�

VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

録 画� 取消し／�
リセット�

スマート�
ファイル�

メニュー／�
予 約�

カーソル�

頭出し�

ヘルプ� 衛星切換� 現在番組� 週間番組�日付／ジャンル�

もとへ� i. LINK 予約一覧� 好み一覧� 番組説明�

画面表示�
カウンター／�
残量�

テレビ／�
ビデオ� 入力切換�

自動／手動� ノーマル／スロー�

静止画調整�

トラッキング�
標準／3倍�  チャンネル�

カウンター／�
残量� 標準� APC

H M

残量�

画面表示�

終�始�
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番組を頭出しする

番組の頭出しや、テープの頭まで巻き戻して自動的
に再生することができます。

番組の頭から再生する

いくつかの番組を1本のテープに録画したときは、
各番組の頭出しができます。
頭出し信号は次のときに自動的に付きます。

• 録画rボタンを押したとき
• 予約録画が始まったとき

頭出し=/+ボタン

ちょっと一言
•「頭出し」表示が画面に出ないときは、メニューの「各
種設定1」で「自動画面表示」を「入」にしてください
（ 43ページ）。

• 他機で録画した頭出し信号の付いたテープも、本機で番
組を頭出しできます。

頭出し=/+ボタンを繰り返し押し
て、頭出ししたいところの頭出し番号を
選ぶ。
頭出し番号は、－9から9（前後9番組）まで選
ぶことができます。

+で次の番組を、=で前の番組を頭出し
して再生します。

頭出し番号

前の場面

頭出し番号

今の場面 次の場面

-2 -1 1 2

テレビ画面

頭出し　１�
サーチ�

頭出し�

早送り�

押ー決定�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

リモコンモード�
カセット�
取出し�

電 源�

3VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

Gコード／デジタルCS

Gコード予約� 設 定�

選 局�

EZパネル�
音声切換�
二重音声�

入力切換�衛星切換�

音 量� 　チャンネル�

録 画� 取消し／�
リセット�

スマート�
ファイル�

メニュー／�
予 約�

カーソル�

頭出し�

巻戻し�
CM早送り�

一時停止�
早送り�

再 生�

停 止�
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番組を頭出しする（つづき） 画像と音声を調整す
る（トラッキング）

再生画像が乱れたり雑音が出るときは、手動でト
ラッキングを調整してください。通常はトラッキン
グ自動調整が働いて、きれいな画像で見ることがで
きます。

再生中にトラッキング$/4ボタンを押し
て調整する。

ビデオ本体の 表示が点灯します。

トラッキング
$/4ボタン

テレビ画面

トラッキング
自動/手動ボタン

テープの頭から自動的に再生する
（オートプレイ）

停止中にビデオ本体の巻戻し0ボタン
を押しながら、再生·ボタンを押す。
テープの頭まで巻き戻り、自動的に再生が始
まります。

再生·ボタン

巻戻し0ボタン

ふたを�

開ける�

カセット�
取出し�

電 源�

3

リモコンモード�

VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

録 画� 取消し／�
リセット�

スマート�
ファイル�

メニュー／�
予 約�

カーソル�

頭出し�

ヘルプ� 衛星切換� 現在番組� 週間番組�日付／ジャンル�

もとへ� i. LINK 予約一覧� 好み一覧� 番組説明�

画面表示�
カウンター／�
残量�

テレビ／�
ビデオ� 入力切換�

自動／手動� ノーマル／スロー�

静止画調整�

トラッキング�
標準／3倍�  チャンネル�

$で左へ、4で右へ動く

再 生�巻戻し�

ノーマル／スロー�
トラッキング�

静止画調整�

ノ ーマル　トラッキング�
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トラッキングを自動調整に戻すには
トラッキング自動/手動ボタンを押します。ビデオ本

体の 表示が点滅し、調整が終わると消えます。

ご注意
• 他のビデオで録画したカセットや録画状態の悪いカセッ
トでは、チラつきが充分に消えないことがあります。

• ハイファイ音声がノーマル音声に変わることがありま
す。

• スローのチラつきは、スロー再生中にトラッキング$/4
ボタンを押して調整してください。

• 再生一時停止中の縦ゆれは、再生一時停止中にトラッキ
ング$/4ボタンを押して調整してください。

• 2倍速のチラつきは、2倍速再生中にトラッキング$/4
ボタンを押して調整してください。
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録画・予約

�����	
�����	

ここでは、次のような録画と予約について
説明します。

• テレビで見ている番組や裏番組の録画。
• 何時間後に録画を止めるかを決めるク
イックタイマー。

• 1か月先までの番組や、毎日または毎週
の番組の予約。

• Gコード予約。
D-VHSテープのデジタル録画については、
「デジタルCS放送をデジタル録画する」
（ 82ページ）をご覧ください。

52

録画する

VHSのビデオテープにテレビで見ている番組を録画
したり、裏番組を録画したりできます。また、

D-VHSのビデオテープにアナログ録画するとき
は、この方法で録画します。

D-VHSテープにデジタル録画するには、「デジタル
CS放送をデジタル録画する」（ 82ページ）をご
覧ください。

ふたを�

開ける�

押ー決定�

カセット�
取出し�
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リモコンモード�

VTR2 デジタルCS
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録 画� 取消し／�
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スマート�
ファイル�

メニュー／�
予 約�

カーソル�

頭出し�

CM早送り�
巻戻し�

早送り�
一時停止�

ヘルプ� 衛星切換� 現在番組� 週間番組�日付／ジャンル�

もとへ� i. LINK 予約一覧� 好み一覧� 番組説明�

画面表示�
カウンター／�
残量�

テレビ／�
ビデオ� 入力切換�

自動／手動� ノーマル／スロー�

静止画調整�

トラッキング�
標準／3倍�  チャンネル�

再 生�

停 止�

一時停止Pボタン

停止pボタン

入力切換ボタン

3

5
4

クリックシャトル
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1 テレビの電源を入れてから、テレビの入
力を「ビデオ」に切り換える。

2 カセットを入れる。
ビデオの電源が自動的に入ります。

3 チャンネル＋/－ボタンを押して録画する
チャンネルを選ぶ。
＋ボタンを押すたびに次のように切り換わり
ます。

VHF/UHFチャンネル（1、2、…）→ 入力1（L1）→
入力2（L2）→ 入力3（L3）→ i.LINK（デジタルCS）

• i.LINK対応デジタルCSチューナーで受信
したデジタルCS放送をアナログで録画する
には
「L3」を選びます。その後、録画したい
チャンネルをデジタルCSチューナーで選
びます。

• BSチューナー内蔵テレビで受信したBS放
送を録画するには
「L1」または「L2」、「L3」（テレビのBS
出力とつないでいる本機の入力端子）を
選びます。その後、テレビの入力を「テ
レビ」に切り換えて、録画したいBSチャ
ンネルをテレビで選びます。

ビデオ本体の表示窓

4 標準/3倍ボタンを押して、録画モードを
選ぶ。
長時間録画したいときは、ビデオ本体の表示
窓に「3倍」を出します。標準の3倍長く録画
できます。画質は「標準」の方が優れていま
す。

5 録画rボタンを押す。
このあとテレビの電源を切っても、録画に影
響はありません。

• i.LINK対応デジタルCSチューナーで受信
したデジタルCS放送をアナログで録画して
いるときは
デジタルCSチューナーのチャンネルを変え
ないでください。録画されるチャンネルが
変わってしまいます。また、デジタルCS
チューナーの電源は入れたままにしておき
ます。

• BSチューナー内蔵テレビで受信したBS放
送を録画しているときは
テレビのBSチャンネルを変えないでくださ
い。録画されるチャンネルが変わってしま
います。また、BSチューナー内蔵テレビの
種類によっては、テレビの電源を切ると録
画できない場合もあります。詳しくはテレ
ビの取扱説明書をご覧ください。

標準／3倍� APC3倍�

APC3倍�
録 画�

録画中に裏番組を見るには
テレビの入力を「テレビ」に切り換えて、テレビの
チャンネルを選びます。録画に影響はありません。

録画を止めるには
停止pボタンを押します。

録画を一時停止するには
一時停止Pボタンを押します。録画一時停止が5分
以上続くと自動的に停止します。

 チャンネル�

APC標準�



54

録画する（つづき）

ちょっと一言
• 本機の入力端子につないだ機器から録画するときは、手
順3で入力切換ボタンを押して「L1」または「L2」、
「L3」を選ぶこともできます。

• 手順3で、クリックシャトルを回してチャンネルを選ぶ
こともできます。

• 本機の入力3端子にS映像コードをつないだときは、映
像・音声コードの映像端子（黄）はつなぎません。この
とき、メニューの「各種設定2」で「映像入力3」を「S映
像」にします（ 43ページ）。

ご注意
• Gコード/デジタルCS数字ボタンでビデオのチャンネル
は選べません。

• i.LINK対応デジタルCSチューナーや、BSチューナー
内蔵テレビから録画する場合、画面表示を出したままに
しておくと、画面表示も一緒に録画されます。

録画rボタン

停止pボタン

録画中に録画rボタンを繰り返し押し
て、録画を止めるまでの時間を選ぶ。
押すたびに、30分ずつ時間が増えます。時間
は30分後（0:30）から11時間後（11:00）ま
で選べます。

指定した時間がたつと、自動的に録画が止ま
り電源が切れます。

1時間30分後に録画を止めたいとき

ビデオ本体の表示窓
標準� APC

決めた時間だけ録画
する（クイックタイマー）

何時間後に録画を止めるかを決められます。急用で
出かけるときや、眠くなったときに便利です。

録 画�

こんなときは
• 録画rボタンを押すと、カセットが出てくる。
→カセットのツメが折れています。セロハン
テープなどを貼ってツメの穴をふさいでく
ださい（ 90ページ）。

• リモコンで操作できない。
→リモコンモードを確認してください
（ 7ページ）。

押ー決定�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

リモコンモード�
カセット�
取出し�

電 源�

3VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

Gコード／デジタルCS

Gコード予約� 設 定�

選 局�

EZパネル�
音声切換�
二重音声�

入力切換�衛星切換�

音 量� 　チャンネル�

録 画� 取消し／�
リセット�

スマート�
ファイル�

メニュー／�
予 約�

カーソル�

頭出し�

巻戻し�
CM早送り�

一時停止�
早送り�

再 生�

停 止�
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録画を止めるまでの時間を変えるには
録画rボタンを繰り返し押して、その時点から録画
を止めるまでの時間を選びます。

クイックタイマーの途中で録画を止めるには
停止pボタンを押します。

設定した時間を取り消すには
録画rボタンを繰り返し押して、ビデオ本体の表示
窓にテープカウンターを出します。
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予約する

1か月先までの番組や、毎日または毎週の番組を予
約できます。それ以外に、Gコードを使った予約
（ 58ページ）もできます。あわせて8番組まで予
約できます。

i.LINK対応デジタルCSチューナーで受信した番組
の予約は、本機ではできません。予約については、
デジタルCSチューナーの取扱説明書をご覧くださ
い。

3

7

4,5,6

停止pボタン

1 テレビの電源を入れてから、テレビの入
力を「ビデオ」に切り換える。

2 カセットを入れる。
ビデオの電源が自動的に入ります。

3 メニュー/予約ボタンを押す。

4 カーソルスティックをV/vに動かして「予
約設定/確認」を選び、カーソルスティッ
ク（決定）を押す。

テレビ画面

メニュー／�
予 約�

メニュー�

予約設定／確認�

［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

ＴＶチャンネル合わせ�

時刻合わせ�

Ｇコード設定�

各種設定１�

各種設定２�

スマートファイル入力／修正�

• カーソル  

押ー決定�

予約設定／確認� 　９／２８　火�

日付� から� まで� ＣＨ�

ー�／ーー�� ー�：ーー�� ー�：ーー�ーーー�ーー�

ー�／ーー�� ー�：ーー�� ー�：ーー�ーーー�ーー�

ー�／ーー�� ー�：ーー�� ー�：ーー�ーーー�ーー�

ー�／ーー�� ー�：ーー�� ー�：ーー�ーーー�ーー�

ー�／ーー�� ー�：ーー�� ー�：ーー�ーーー�ーー�

ー�／ーー�� ー�：ーー�� ー�：ーー�ーーー�ーー�

ー�／ーー�� ー�：ーー�� ー�：ーー�ーーー�ーー�

ー�／ーー�� ー�：ーー�� ー�：ーー�ーーー�ーー�

取消し/リセット
ボタン

押ー決定�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

リモコンモード�
カセット�
取出し�

電 源�

3VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

Gコード／デジタルCS

Gコード予約� 設 定�

選 局�

EZパネル�
音声切換�
二重音声�

入力切換�衛星切換�

音 量� 　チャンネル�

録 画� 取消し／�
リセット�

スマート�
ファイル�

メニュー／�
予 約�

カーソル�
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巻戻し�
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早送り�

再 生�
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5 カーソルスティックをV/v/B/bに動かし
て、日時とチャンネルを選ぶ。

1 カーソルスティックをV/vに動かして予約
を入れる行を選び、bに動かす。

2 カーソルスティックをV/vに動かして日付
を選び、bに動かす。
毎日または毎週同じ番組を予約するとき
は、vに動かして選びます。

今日（9/28）→ 毎日 → 毎週月～土 →
毎週月～金 → 毎週土 →……→ 毎週日 →

1か月先の日（10/27）→………→ 今日（9/28）

•間違えたときは
カーソルスティックをBに動かして前の
項目に戻ります。

•途中でやめるときは
取消し/リセットボタンを押します。

3 カーソルスティックをV/vに動かして時刻
を選び、bに動かす。

• カーソル  

押ー決定�

予約設定／確認� 　９／２８　火�

日付� から� まで� ＣＨ�

９�／３０木�� ７�：３０�午後�８ �：５５�　１０�３倍�午後�

今日の日付

4 カーソルスティックをV/vに動かしてチャ
ンネルを選び、bに動かす。
Vに動かすたびに以下のように切り換わり
ます。

VHF/UHFチャンネル（CH1、CH2、…）→ 入力1
→ 入力2 → 入力3

•本機の入力端子につないだ機器を予約す
るには
「入力1」または「入力2」、「入力3」を選
びます。

• BSチューナー内蔵テレビで受信した
BS放送を予約するには
「入力1」または「入力2」、「入力3」（テ
レビのBS出力とつないでいる本機の入
力端子）を選びます。その後、テレビの
入力を「テレビ」に切り換えて、録画し
たいBSチャンネルをテレビで選びま
す。

5 カーソルスティックをV/vに動かして録画
モード（標準/3倍）を選ぶ。
長時間録画したいときは「3倍」にします。

6 カーソルスティックをbに動かす。
選んだ行に予約が入ります。

7 続けて予約するときは、手順1～6を繰
り返す。

6 カーソルスティック（決定）を押す。
メニューが消えます。

7 電源スイッチを押して、ビデオの電源を
切る。
ビデオ本体の「予約」表示が点灯して、予約
待機になります。

APC3倍�

電 源� ビデオ本体の表示窓
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Gコードで予約する

新聞や雑誌のテレビ欄に掲載されているGコードを
使う予約録画です。予約したい番組の日時とチャン
ネルを自動的に設定できます。他の予約と合わせ
て、8番組まで予約できます。

3

4
6

5

7

取消し/リセット
ボタン

ふたを�

開ける�

押ー決定�

カセット�
取出し�

電 源�

3

リモコンモード�

VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

録 画� 取消し／�
リセット�

スマート�
ファイル�

メニュー／�
予 約�

カーソル�

頭出し�

CM早送り�
巻戻し�

早送り�
一時停止�

ヘルプ� 衛星切換� 現在番組� 週間番組�日付／ジャンル�

もとへ� i. LINK 予約一覧� 好み一覧� 番組説明�

画面表示�
カウンター／�
残量�

テレビ／�
ビデオ� 入力切換�

自動／手動� ノーマル／スロー�

静止画調整�

トラッキング�
標準／3倍�  チャンネル�

予約録画中に録画を止めるには
停止pボタンを押します。

予約待機中にビデオを使うには
電源スイッチを押して電源を入れます（「予約」表示
が消えます）。この状態でビデオが使えます。予約
開始時刻になる前に、予約用のカセットを入れて、
電源を切っておきます（「予約」表示が点灯）。電源
が入った状態では、予約録画できません。

ちょっと一言
• 次の日にまたがる番組は、開始する日付はそのままで終
了時刻を合わせます。終了時刻は自動的に次の日に設定
されます。

ご注意
• BSチューナー内蔵テレビで受信したBS放送を予約した
あとで、テレビのBSチャンネルを変えたときは、予約
開始時刻になる前に、テレビのチャンネルを予約した

BS放送のチャンネルに戻してください。他のBSチャン
ネルになっていると、予約録画されるチャンネルが変
わってしまいます。

予約する（つづき）

こんなときは
• 手順7でビデオの電源を切ったあと、カセット
が出てくる。
→カセットのツメが折れています。セロハン
テープなどを貼ってツメの穴をふさいでく
ださい（ 90ページ）。

• 予約したのに録画されていない。
→ビデオの時計で日付と時刻を正しく合わせ
てください（ 24ページ）。

• リモコンで操作できない。
→リモコンモードを確認してください
（ 7ページ）。

押ー決定�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

リモコンモード�
カセット�
取出し�

電 源�

3VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

Gコード／デジタルCS

Gコード予約� 設 定�

選 局�

EZパネル�
音声切換�
二重音声�

入力切換�衛星切換�

音 量� 　チャンネル�

録 画� 取消し／�
リセット�

スマート�
ファイル�

メニュー／�
予 約�

カーソル�

頭出し�

巻戻し�
CM早送り�

一時停止�
早送り�

再 生�
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1 テレビの電源を入れてから、テレビの入
力を「ビデオ」に切り換える。

2 カセットを入れる。
ビデオの電源が自動的に入ります。

3 Gコード予約ボタンを押す。

4 Gコード/デジタルCS数字ボタンを押し
て、Gコードの番号を入れる。
間違えたときは、取消し/リセットボタンを押
して、最初から入れ直します。
例：Gコードが「12345678」のとき

5 標準/3倍ボタンを押して、録画モード
（標準または3倍）を選ぶ。

テレビ画面

Gコード予約�

Ｇコード予約�

ーーーーーーーーー�

［０ー９］でＧコードを入力して、�

止めたいときは［Ｇコード予約］を押してください�

［設定］を押してください�

Ｇコード� 標準／３倍�

標準�

Ｇコード予約�

１２３４５６７８ー�

［０ー９］でＧコードを入力して、�

止めたいときは［Ｇコード予約］を押してください�

［設定］を押してください�

Ｇコード� 標準／３倍�

標準�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Gコード／デジタルCS

標準／3倍�

6 設定ボタンを押す。
予約した番組の放送される日時とチャンネル
番号が出ます。

• 取り消したいときは
取消し/リセットボタンを押します。

• 続けて予約するときは
手順3から繰り返します。

• 途中で止めるときは
Gコード予約ボタンを押します。

7 電源スイッチを押して、ビデオの電源を
切る。
ビデオ本体の「予約」表示が点灯して、予約
待機になります。

ビデオ本体の表示窓
APC3倍�

電 源�

設 定�

選 局�

Ｇコード予約�

１２３４５６７８ー�

［電源］を切ると予約待機に入ります�

押してください�

予約を取り消すときは［取消し／リセット］を�

Ｇコード� 標準／３倍�

３倍�

ＣＨ�日付� から� まで�

１０�／ ８ 　金�午後�８ �：００�午後�１０�： ０ ０�　　８�３倍�
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予約を確認する・
変更する・取り消す

テレビ画面を使って、予約の確認、変更、取り消し
ができます。

2,7

4,5,6
5

3

1 テレビの電源を入れてから、テレビの入
力を「ビデオ」に切り換える。

2 電源スイッチを押して、ビデオの電源を
入れる。
予約待機が解除されます。

3 メニュー/予約ボタンを押す。

電 源�

メニュー／�
予 約�

メニュー�

予約設定／確認�

［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

ＴＶチャンネル合わせ�

時刻合わせ�

Ｇコード設定�

各種設定１�

各種設定２�

スマートファイル入力／修正�

テレビ画面

予約を確認・変更・取り消すには
「予約を確認する・変更する・取り消す」（ 60
ページ）をご覧ください。

BSチューナー内蔵テレビからBS放送をG
コードで予約するには
BSチューナー内蔵テレビとつなぐと、BS放送をG
コードで予約できます（「BSチューナー内蔵テレビ
などとつなぐ」 15ページ）。このとき「本機の入
力端子につないだ機器をGコードで予約するには」
（ 34ページ）にしたがって、BS放送のGコード
を設定しておきます。

本機の入力端子につないだ機器をGコード
で予約するには
「本機の入力端子につないだ機器をGコードで予約
するには」（ 34ページ）にしたがって、つないだ
機器のGコードを設定しておきます。

ご注意
• 次の場合、入力したGコードが消えます。
－Gコードを間違えて入れたとき
（手順4からやり直してください）
－時計が正しく合っていないとき
（年、月、日も確認してください 24ページ）

Gコードで予約する（つづき）
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7 8 9
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4 カーソルスティックをV/vに動かして「予
約設定/確認」を選び、カーソルスティッ
ク（決定）を押す。

5 • 予約を確認するには
予約の内容がテレビ画面に表示されてい
ます。確認してください。

• 予約を変更するには
1 カーソルスティックをV/vに動かして変
更する予約内容を選ぶ。

2 カーソルスティックをB/bに動かして
変えたい項目を選び、V/vに動かして変
更する。

• 予約を取り消すには
カーソルスティックをV/vに動かして取り
消す内容を選び、取消し/リセットボタン
を押します。

続けて別の予約を変更または取り消すとき
は手順5を繰り返します。

• カーソル  

押ー決定�

予約設定／確認�

９�／３０木�午後�７ �：３０�午後�８ �：５５�　１０�３倍�

　９／２８　火�

日付� から� まで� ＣＨ�

ー�／ーー�� ー�：ーー�� ー�：ーー�ーーー�ーー�

１０�／ ２ 　土�午前�９ �：００�午前�１０�： ３ ０�　　６�標準�

毎週月ー金�午後�１ �：００�午後�１ �：３０�　　４�３倍�

毎日� 午後�１１�： ０ ０�午後�１１�： ４ ５�入力２�標準�

ー�／ーー�� ー�：ーー�� ー�：ーー�ーーー�ーー�

ー�／ーー�� ー�：ーー�� ー�：ーー�ーーー�ーー�

ー�／ーー�� ー�：ーー�� ー�：ーー�ーーー�ーー�

• カーソル  

押ー決定�

予約設定／確認�

９�／３０木�午後�７ �：３０�午後�８ �：５５�　１０�３倍�

　９／２８　火�

日付� から� まで� ＣＨ�

ー�／ーー�� ー�：ーー�� ー�：ーー�ーーー�ーー�

１０�／ ２ 　土�午前�９ �：００�午前�１０�： ３ ０�　　６�標準�

毎週月ー金�午後�１ �：００�午後�１ �：３０�　　４�３倍�

毎日� 午後�１１�： ０ ０�午後�１１�： ４ ５�入力２�標準�

ー�／ーー�� ー�：ーー�� ー�：ーー�ーーー�ーー�

ー�／ーー�� ー�：ーー�� ー�：ーー�ーーー�ーー�

ー�／ーー�� ー�：ーー�� ー�：ーー�ーーー�ーー�

取消し／�
リセット�

予約設定／確認�

９�／３０木�午後�７ �：３０�午後�８ �：５５�　１０�３倍�

　９／２８　火�

日付� から� まで� ＣＨ�

ー�／ーー�� ー�：ーー�� ー�：ーー�ーーー�ーー�

１０�／ ２ 　土�午前�９ �：００�午前�１０�： ３ ０�　　６�標準�

毎週月ー金�午後�１ �：００�午後�１ �：３０�　　４�３倍�

ー�／ーー�� ー�：ーー�� ー�：ーー�ーーー�ーー�

ー�／ーー�� ー�：ーー�� ー�：ーー�ーーー�ーー�

ー�／ーー�� ー�：ーー�� ー�：ーー�ーーー�ーー�

ー�／ーー�� ー�：ーー�� ー�：ーー�ーーー�ーー�

6 カーソルスティック（決定）を押す。
メニューが消えます。

7 電源スイッチを押して、ビデオの電源を
切る。
予約待機に戻ります。ただし、予約をすべ
て取り消した場合は予約待機になりません。

予約が重なったときは
 で示した部分は録画しません。

予約時間帯が重なっているとき
先に始まる予約が優先されます。

予約 1

予約 2

予約開始時刻が同じとき
「予約設定/確認」画面で、上に表示される予約が優先さ
れます。

予約 1（上）

予約 2（下）

こんなときは
• リモコンで操作できない。
→リモコンモードを確認してください
（ 7ページ）。

7:00 8:00 9:00 10:00

7:00 8:00 9:00 10:00
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スマートファイル

ここでは、録画した番組の情報（録画開始
日時や録画時間、チャンネル、録画モー
ド）を画面に一覧表示して確認できるス
マートファイル機能について説明します。
スマートファイル機能は、カセットにス
マートファイルラベルを貼ると使えます。
スマートファイル機能を使うと、画面で番
組を選んで頭出ししたり、テープの録画し
ていない部分を選んで録画したりできま
す。また、番組の録画開始日時の代わり
に、番組やテープに好きななまえを付ける
ことができます。

スマートファイル
とは

スマートファイルラベルには、番組の情報を記録す
るための、ICメモリーを内蔵した精密部品がついて
います。スマートファイルラベルをカセットに貼っ
て録画すると、番組の情報（録画開始日時や録画時
間、チャンネル、録画モード）が自動的に記録され
ます。番組の情報はテレビ画面で確認することがで
きます。

スマートファイルには、次のような使いかたがあり
ます。

• 番組の情報を画面で確認する（ 63ページ）
• テープの録画していない部分を選んで録画する
（ 64ページ）

• 番組を選んで頭出しする（ 66ページ）
• カセットをかざして番組の一覧を表示する
（ 67ページ）

• 番組やテープになまえを付ける（ 68ページ）

• 番組の情報を消去する（ 74ページ）

�����あの番組は�
どこかな？�

番組の�
一覧表示�

録画期間

録画日

チャンネル

録画時間

録画モード

録画開始
時刻

テープの
なまえ

チャンネル
番組名

ジャンル名

テレビ画面

選択している
番組の位置
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９９／ ９ ／ ３０～ ９９／ １０／ ８ �

１０／　８金�

［　　］で選び、検索は［決定］を押してください�

１／１ページ�

１Ｈ００Ｍ�

ブランクタイム� ３倍�１Ｈ３０Ｍ�

午後 １０： ０ ０�ｃｈ１ ０ �

３倍�

１０／　４月�

０Ｈ３０Ｍ�

午前０：３０�入力３�

標準�

　９／３０木�

１Ｈ４５Ｍ�

午後７：００� ｃｈ８ �

３倍�

始め� 終り�

たろうのテープ�

１０／　８金�

［　　］で選び、検索は［決定］を押してください�

１／１ページ�

１Ｈ００Ｍ�

ブランクタイム� ３倍�１Ｈ３０Ｍ�

ミュージックボックス�

３倍�

１０／　４月�

０Ｈ３０Ｍ�

Ｓｏｍｅｄａｙ�

標準�

　９／３０木�

１Ｈ４５Ｍ�

サッカージャパンカップ�

３倍�

始め� 終り�

ｃｈ１ ０ � 音楽�

入力３� ドラマ�

ｃｈ８ � スポーツ�



ス
マ
ー
ト
フ
ァ
イ
ル

63

スマートファイル
ラベルを貼る

スマートファイルラベルを貼ったカセットをスマー
トファイルカセットと呼びます。スマートファイル
機能を使うには、このスマートファイルカセットを
使います。

1 カセットの背についている汚れやほこり
を取りのぞく。

2 スマートファイルラベルが折れ曲がらな
いように両端を持ち、カセットの背のく
ぼみに合わせて貼る。

ご注意
• スマートファイルラベルにはICメモリーを内蔵した精
密部品がついています。ICメモリーに正しく記録でき
なくなることがあるため、次のような使いかたはしない
でください。
－折る・曲げる
－一度貼ったスマートファイルラベルをはがしたり、
貼り直したりする

－スマートファイルラベルを重ねて貼る
－金属を含んだシールなどをスマートファイルラベル
に重ねて貼る

－ボールペンなどの尖ったもので強く書く
－分解する、改造する

• スマートファイルラベルを保管するときは、次のような
場所は避けてください。
－ほこりの多いところ
－直射日光があたるところ
－湿気の多いところ
－強い磁気が発生するものの近く
－暖房機具の近く

• 30分以下のVHSテープおよび60分以下のD-VHSテー
プでは、スマートファイル機能が正しく使えません。

スマートファイルを
使って録画する

スマートファイルカセットに録画すると、番組の情
報（録画開始日時や録画時間、チャンネル、録画
モード）を自動的にスマートファイルラベルに記録
し、画面に表示することができます。番組の情報
は、最も新しい番組から12番組まで記録できます。
テープの録画内容を確認するのに、テープを送って
再生する必要がありません。また、画面でテープの
録画していない部分を選んで録画することもできま
す。

番組の情報を画面で確認する

スマートファイルカセットに録画したあと、番組の
情報をスマートファイル検索画面で確認することが
できます。

1 テレビの電源を入れてから、テレビの入
力を「ビデオ」に切り換える。

2 スマートファイルカセットを入れる。
ビデオの電源が自動的に入り、ビデオ本体の

「スマートファイル」表示が点灯します。

3

SMARTFILE SENSOR

カーソルスティック
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4 5 6

7 8 9

0

リモコンモード�
カセット�
取出し�

電 源�

3VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

Gコード／デジタルCS

Gコード予約� 設 定�

選 局�

EZパネル�
音声切換�
二重音声�

入力切換�衛星切換�

音 量� 　チャンネル�

録 画� 取消し／�
リセット�

スマート�
ファイル�

メニュー／�
予 約�

カーソル�

頭出し�

巻戻し�
CM早送り�

一時停止�
早送り�
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テープの録画していない部分を選ん
で録画する

録画していない部分のうち、もっとも長い部分の時
間を「ブランクタイム」といいます。スマートファ
イル検索画面で「ブランクタイム」を選ぶと、録画
していない部分の頭出しをすることができます。

1 テレビの電源を入れてから、テレビの入
力を「ビデオ」に切り換える。

2 スマートファイルカセットを入れる。
ビデオの電源が自動的に入り、ビデオ本体の
「スマートファイル」表示が点灯します。

3 スマートファイルボタンを押す。
スマートファイル検索画面が表示されます。

3
4

5,6

3 スマートファイルボタンを押す。
スマートファイル検索画面が表示されます。

カーソルスティックをvに繰り返し動かす

と、次のページを表示できます。

テレビ画面

スマートファイルを使って録画
する（つづき）

4
ふたを�

開ける�

押ー決定�

カセット�
取出し�

電 源�

3

リモコンモード�

VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

録 画� 取消し／�
リセット�

スマート�
ファイル�

メニュー／�
予 約�

カーソル�

頭出し�

CM早送り�
巻戻し�

早送り�
一時停止�

ヘルプ� 衛星切換� 現在番組� 週間番組�日付／ジャンル�

もとへ� i. LINK 予約一覧� 好み一覧� 番組説明�

画面表示�
カウンター／�
残量�

テレビ／�
ビデオ� 入力切換�

自動／手動� ノーマル／スロー�

静止画調整�

トラッキング�
標準／3倍�  チャンネル�

テレビ画面

スマート�
ファイル�

９９／ ９／ ３０～ ９９／ １０／ ８ �

［　　］で選び、検索は［決定］を押してください�

１／１ページ�

ブランクタイム� 標準�０Ｈ３０Ｍ�

始め� 終り�

１０／　８金�

１Ｈ００Ｍ�

午後 １０： ０ ０�ｃｈ１ ０ �

３倍�

１０／　４月�

０Ｈ３０Ｍ�

午前０：３０�入力３�

標準�

　９／３０木�

１Ｈ４５Ｍ�

午後７：００� ｃｈ８ �

３倍�

始め�

スマート�
ファイル�

９９／ ９／ ３０～ ９９／ ９ ／ ３０�

　 ９ ／３０木�

［　　］で選び、検索は［決定］を押してください�

１／１ページ�

１Ｈ４５Ｍ�

ブランクタイム� ３倍�４Ｈ１５Ｍ�

午後７：００� ｃｈ８ �

３倍�

始め� 終り�

i.LINK対応デジタルCSチューナー
DST-MS9とつないだときは
デジタルCS放送の番組をD-VHSテープにデジタル録
画すると、番組名が自動的にスマートファイルラベル
に記録されます。
本機で表示できる文字は、JISコード第1水準に対応
しています。文字によっては、表示できないものや、
別の文字に変換して表示されるものがあります。

ちょっと一言
• 録画の方法（予約録画やGコード録画など）に関係な
く、番組の情報を記録します。

• 録画中に一時停止・一時停止解除をしても、番組の情報
は正しく記録されます。

• 番組に好きななまえを付けたり、ジャンル名を選んで付
けることができます。また、テープにもなまえを付ける
ことができます（ 68ページ）。

• ピッタリ録画（ 43ページ）を使って録画した番組
は、録画中に3倍モードに切り換わっても、スマート
ファイル画面では「標準」が表示されます。

ご注意
• 番組の録画時間が短いとき（標準モードで10分未満、3
倍モードで30分未満、D-VHSモードで20分未満のと
き）は、番組の情報は記録されません。

• 1本のテープに12番組分の情報が記録されているとき、
新しく録画すると、スマートファイル画面から最も古い
番組の情報が消え、新しい番組の情報が記録されます。
スマートファイル画面から番組の情報が消えても、録画
した番組は消えません。

• 時計が設定されていないと、録画開始日時は正しく記録
されません。

• スマートファイル画面の録画時間やブランクタイムは、
実際のテープの時間と多少異なることがあります。
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4 録画モードを選ぶ。
選んだ録画モードでブランクタイムを表示し
ます。

• VHSテープまたはD-VHSテープにアナロ
グ録画するときは
標準/3倍ボタンを押して「標準」または「3
倍」を選びます。

• D-VHSテープにデジタル録画するときは
入力切換ボタンを押して「デジタルCS」を
選びます。このとき、テレビ画面では「D-
VHS」と表示されます。

5 カーソルスティックをVに動かして「ブラ
ンクタイム」を選ぶ。

6 カーソルスティック（決定）を押す。
録画されていない部分を頭出しして、停止し
ます。

7 録画する。

ご注意
• スマートファイルラベルを貼る前に録画した番組や、本
機以外のビデオデッキで録画した番組は、録画していな
い部分として表示されます。

標準／3倍�

９９／ ９／ ３０～ ９９／ １０／ ８ �

［　　］で選び、検索は［決定］を押してください�

１／１ページ�

ブランクタイム� ３倍�１Ｈ３０Ｍ�

始め� 終り�

１０／　８金�

１Ｈ００Ｍ�

午後 １０： ０ ０�ｃｈ１ ０ �

３倍�

１０／　４月�

０Ｈ３０Ｍ�

午前０：３０�入力３�

標準�

　９／３０木�

１Ｈ４５Ｍ�

午後７：００� ｃｈ８ �

３倍�

始め�

ビデオ本体の表示窓

入力切換�

９９／ ９／ ３０～ ９９／ １０／ ８ �

［　　］で選び、検索は［決定］を押してください�

１／１ページ�

ブランクタイム� Ｄ－ＶＨＳ�１Ｈ００Ｍ�

始め� 終り�

１０／　８金�

１Ｈ００Ｍ�

午後 １０： ０ ０�ｃｈ１ ０ �

３倍�

１０／　４月�

０Ｈ３０Ｍ�

午前０：３０�入力３�

標準�

　９／３０木�

１Ｈ４５Ｍ�

午後７：００� ｃｈ８ �

３倍�

始め�

デジタル�CS

９９／ ９ ／ ３０～ ９９／ １０／ ８ �

［　　］で選び、検索は［決定］を押してください�

１／１ページ�

ブランクタイム� ３倍�１Ｈ３０Ｍ�

始め� 終り�

１０／　８金�

１Ｈ００Ｍ�

午後 １０： ０ ０�ｃｈ１ ０ �

３倍�

１０／　４月�

０Ｈ３０Ｍ�

午前０：３０�入力３�

標準�

　９／３０木�

１Ｈ４５Ｍ�

午後７：００� ｃｈ８ �

３倍�

始め�

• カーソル  

押ー決定�

ここを「D-VHS」にする
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番組を選んで頭出し
する

スマートファイル検索画面で見たい番組を選ぶと、
頭出し再生することができます。

1 テレビの電源を入れてから、テレビの入
力を「ビデオ」に切り換える。

2 スマートファイルカセットを入れる。
ビデオの電源が自動的に入り、ビデオ本体の
「スマートファイル」表示が点灯します。

3 スマートファイルボタンを押す。
スマートファイル検索画面が表示されます。

4 カーソルスティックをV/vに動かして見た
い番組を選ぶ。
カーソルスティックをvに繰り返し動かす
と、次のページを表示できます。

5 カーソルスティック（決定）を押す。
選んだ番組を頭出しして、再生します。

頭出しを途中で止めるには
停止pボタンを押します。

録画した番組に他の番組を重ねて録画した
ときは
次のように、録画した番組に他の番組を重ねて録画
すると、スマートファイル画面の番組の情報は消え
ます。

 で示した部分が消えます。時間は目安です。
テープによっては、重ねて録画した時間にかかわら
ず、先に録画した番組の内容が消えることがありま
す。

番組の頭に重ねて録画したとき
先に録画した番組の頭から、3倍モードで30分、標準
モードで10分、D-VHSモードで20分以上重ねて録画す
ると、先に録画した番組の情報は消えます。

番組 1

番組 2

番組の終わりに重ねて録画したとき
先に録画した番組の頭が、3倍モードで30分、標準モー
ドで10分、D-VHSモードで20分未満の位置から重ねて
録画すると、先に録画した番組の情報は消えます。

番組 1

番組 2

3

停止p ボタン

4,5

3倍モードで30分以上
標準モードで10分以上
D-VHSモードで20分以上

スマート�
ファイル�

９９／ ９／ ３０～ ９９／ １０／ ８ �

［　　］で選び、検索は［決定］を押してください�

１／１ページ�

ブランクタイム� 標準�０Ｈ３０Ｍ�

始め� 終り�

１０／　８金�

１Ｈ００Ｍ�

午後 １０： ０ ０�ｃｈ１ ０ �

３倍�

１０／　４月�

０Ｈ３０Ｍ�

午前０：３０�入力３�

標準�

　９／３０木�

１Ｈ４５Ｍ�

午後７：００� ｃｈ８ �

３倍�

始め�

テレビ画面

９９／９／ ３０～ ９９／ １０／ ８ �

［　　］で選び、検索は［決定］を押してください�

１／１ページ�

ブランクタイム� 標準�０Ｈ３０Ｍ�

始め� 終り�

１０／　８金�

１Ｈ００Ｍ�

午後 １０： ０ ０�ｃｈ１ ０ �

３倍�

１０／　４月�

０Ｈ３０Ｍ�

午前０：３０�入力３�

標準�

　９／３０木�

１Ｈ４５Ｍ�

午後７：００� ｃｈ８ �

３倍�

始め�

• カーソル  

押ー決定�

3倍モードで30分未満
標準モードで10分未満
D-VHSモードで20分未満

押ー決定�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

リモコンモード�
カセット�
取出し�

電 源�

3VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

Gコード／デジタルCS

Gコード予約� 設 定�

選 局�

EZパネル�
音声切換�
二重音声�

入力切換�衛星切換�

音 量� 　チャンネル�

録 画� 取消し／�
リセット�

スマート�
ファイル�

メニュー／�
予 約�

カーソル�

頭出し�

巻戻し�
CM早送り�

一時停止�
早送り�

再 生�

停 止�
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カセットをかざして
番組の一覧を表示する

カセットに貼ったスマートファイルラベルをビデオ
本体にかざすと、自動的にスマートファイル一覧画
面が表示されます。カセットを入れずに番組の情報
を確認できます。

1 テレビの電源を入れてから、テレビの入
力を「ビデオ」に切り換える。

2 電源スイッチを押して、ビデオの電源を
入れる。

3 42

V /vボタン

標準/3倍ボタン

ふたを�

開ける�

押ー決定�

カセット�
取出し�

電 源�

3

リモコンモード�

VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

録 画� 取消し／�
リセット�

スマート�
ファイル�

メニュー／�
予 約�

カーソル�

頭出し�

CM早送り�
巻戻し�

早送り�
一時停止�

ヘルプ� 衛星切換� 現在番組� 週間番組�日付／ジャンル�

もとへ� i. LINK 予約一覧� 好み一覧� 番組説明�

画面表示�
カウンター／�
残量�

テレビ／�
ビデオ� 入力切換�

自動／手動� ノーマル／スロー�

静止画調整�

トラッキング�
標準／3倍�  チャンネル�

再 生�

入力切換ボタン

3 カセットに貼ったスマートファイルラベ
ルの中央をスマートファイルセンサーに
かざす。
ラベルの中央とスマートファイルセンサーが

3cm以下になるまで、ゆっくり近づけます。
「ピッ」と鳴って、スマートファイル一覧画面
が表示されます。
vボタンを押すと次のページを表示すること
ができます。Vボタンを押すと前のページに
戻ります。

4 決定ボタンを押して、スマートファイル
一覧画面を消す。

決定�

テレビ画面

／�

１０／　８金�

止めたいときは［決定］を押してください�

１／２ページ�

ブランクタイム� ３倍�０Ｈ３０Ｍ�

午後 １０： ０ ０�

１０／　４月� 午前０：３０�

　９／３０木� 午後７：００�

９９� ３０�～ � ／�９９� １０�１２�／ �／�９�

［　　］でページ切替�

１０／１０日� 午後０：４５�

１０／１２火� 午前５：０５� ｃｈ�１ ２ �

ｃｈ�４ �

ｃｈ�１ ０ �

入力３�

ｃｈ�８ �
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番組やテープになまえ
を付ける

録画した番組に好きななまえやジャンル名を付ける
ことができます。また、テープになまえを付けるこ
ともできます。

なまえを付けると、スマートファイル検索画面には
次のように表示されます。

テレビ画面

たろうのテープ�

１０／　８金�

［　　］で選び、検索は［決定］を押してください�

１／１ページ�

１Ｈ００Ｍ�

ブランクタイム� ３倍�１Ｈ３０Ｍ�

ミュージックボックス�

３倍�

１０／　４月�

０Ｈ３０Ｍ�

Ｓｏｍｅｄａｙ�

標準�

　９／３０木�

１Ｈ４５Ｍ�

サッカージャパンカップ�

３倍�

始め� 終り�

ｃｈ１ ０ � 音楽�

入力３� ドラマ�

ｃｈ８ � スポーツ�

テープの
なまえ

番組名

ジャンル名

ちょっと一言
• 標準/3倍ボタンを押すと、選んだ録画モードでブランク
タイムが表示できます。

• D-VHSモードでブランクタイムを表示させたいとき
は、手順3の前に入力切換ボタンを押して「デジタル
CS」を選びます。

• 標準/3倍ボタン、およびV/vボタン以外のボタンを押す
と、スマートファイル一覧画面は消えます。

• ボタンを押さずに3分間たつと、スマートファイル一覧
画面は自動的に消えます。

ご注意
• スマートファイル一覧画面は、次のとき表示できませ
ん。
－本体に入れた、別のスマートファイルカセットのス
マートファイル画面を表示しているとき

－メニューや予約設定/確認などの画面を表示している
とき

• スマートファイル一覧画面が表示されないときは、カ
セットをスマートファイルセンサーから5cm以上離し
てから、手順3をやり直してください。

カセットをかざして番組の一覧を
表示する（つづき）
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メニュー／�
予 約�

メニュー�

予約設定／確認�

［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

ＴＶチャンネル合わせ�

時刻合わせ�

Ｇコード設定�

各種設定１�

各種設定２�

スマートファイル入力／修正�

１Ｈ００Ｍ�

午後 １０： ０ ０�ｃｈ１ ０ �

３倍�

０Ｈ３０Ｍ�

午前０：３０�入力３�

標準�

１０／　８金�

１０／　４月�

　９／３０木� １Ｈ４５Ｍ�

午後７：００� ｃｈ８ �

３倍�

• カーソル  

押ー決定�
［　　］［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

スマートファイル入力／修正� １／１ページ�

テープタイトル� ９９／ ９ ／ ３０～ ９９／ １０／ ８ �

スマートファイル入力／修正� １／１ページ�

テープタイトル� ９９／ ９ ／ ３０～ ９９／ １０／ ８ �

１０／　８金� １Ｈ００Ｍ�

午後 １０： ０ ０�ｃｈ１ ０ �

３倍�

１０／　４月� ０Ｈ３０Ｍ�

午前０：３０�入力３�

標準�

　９／３０木� １Ｈ４５Ｍ�

午後７：００� ｃｈ８ �

３倍�

• カーソル  

押ー決定�
［　　］［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

テレビ画面

3,11

取消し/リセットボタン

4,5,6,7,8,9

4 カーソルスティックをV/vに動かして「ス
マートファイル入力/修正」を選び、カー
ソルスティック（決定）を押す。

5 カーソルスティックをV/vに動かしてなま
えを付けたい番組を選び、カーソルス
ティック（決定）を押す。

6 カーソルスティックをB/bに動かして、
●を番組名の位置に合わせる。

7 カーソルスティック（決定）を押す。

番組になまえを付ける

番組のなまえは、ひらがなやカタカナ、アルファ
ベットなどを使って、最大14文字で付けることがで
きます。

1 テレビの電源を入れてから、テレビの入
力を「ビデオ」に切り換える。

2 スマートファイルカセットを入れる。
ビデオの電源が自動的に入り、ビデオ本体の
「スマートファイル」表示が点灯します。

3 メニュー/予約ボタンを押す。

番組名の位置

スマートファイル入力／修正� １／１ページ�

テープタイトル� ９９／ ９ ／ ３０～ ９９／ １０／ ８ �

１０／　８金� １Ｈ００Ｍ�

午後 １０： ０ ０�ｃｈ１ ０ �

３倍�

１０／　４月� ０Ｈ３０Ｍ�

午前０：３０�入力３�

標準�

　９／３０木� １Ｈ４５Ｍ�

午後７：００� ｃｈ８ �

３倍�

• カーソル  

押ー決定�
［　　］［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

あいうえお　はひふへほ　がぎぐげご　［　］�

さしすせそ　やゆよっゃ　だぢづでど　［記号］�

かきくけこ　まみむめも　ざじずぜぞ　［カナ］�

たちつてと　らりるれろ　ばびぶべぼ�

ぁぃぅぇぉ　ー’，．／　－＆　？！　［完成］�

なにぬねの　わをんゅょ　ぱぴぷぺぽ�

［　　］［　　］で選び、［決定］で文字入力�

完成時は、［完成］で［決定］を押してください�

スマートファイル入力／修正� ひらがな�

番組名：�

• カーソル  

押ー決定�

押ー決定�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

リモコンモード�
カセット�
取出し�

電 源�

3VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

Gコード／デジタルCS

Gコード予約� 設 定�

選 局�

EZパネル�
音声切換�
二重音声�

入力切換�衛星切換�

音 量� 　チャンネル�

録 画� 取消し／�
リセット�

スマート�
ファイル�

メニュー／�
予 約�

カーソル�

頭出し�

巻戻し�
CM早送り�

一時停止�
早送り�

再 生�
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番組やテープになまえを付ける
（つづき）

10 続けて番組になまえを付けるときは、手
順5から9を繰り返す。

11 メニュー/予約ボタンを押す。
スマートファイル入力/修正画面が消えます。

番組のなまえを消去するには
手順6のあと、取消し/リセットボタンを押します。
番組のなまえが消え、録画開始時刻とチャンネルに
戻ります。

スマートファイル入力／修正� １／１ページ�

テープタイトル� ９９／ ９ ／ ３０～ ９９／ １０／ ８ �

１０／　８金� １Ｈ００Ｍ�

午後 １０： ０ ０�ｃｈ１ ０ �

３倍�

１０／　４月� ０Ｈ３０Ｍ�

午前０：３０�入力３�

標準�

　９／３０木� １Ｈ４５Ｍ�３倍�

• カーソル  

押ー決定�
［　　］［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

サッカージャパンカップ�

ｃｈ８ �

8 カーソルスティックをV/v/B/bに動かして
文字を選び、カーソルスティック（決定）
を押す。
［かな］、［カナ］、［記号］を選んで、カーソル
スティック（決定）を押すと、入力する文字
の種類を変更することができます。アルファ
ベットは［記号］を選ぶと入力できます。

•間違えたときは
カーソルスティックをV/v/B/bに動かして
［B］を選び、カーソルスティック（決定）を
押します。または、取消し/リセットボタン
を押します。
うしろから一文字ずつ消えます。

9 カーソルスティックをV/v/B/bに動かして
［完成］を選び、カーソルスティック（決
定）を押す。

アイウエオ　ハヒフヘホ　ガギグゲゴ　［　］�

サシスセソ　ヤユヨッャ　ダヂヅデド　［記号］�

カキクケコ　マミムメモ　ザジズゼゾ　［かな］�

タチツテト　ラリルレロ　バビブベボ�

ァィゥェォ　ヴ’，．／　－＆　？！　［完成］�

ナニヌネノ　ワヲンュョ　パピプペポ�

• カーソル  

押ー決定�
［　　］［　　］で選び、［決定］で文字入力�

完成時は、［完成］で［決定］を押してください�

スマートファイル入力／修正� カタカナ�

番組名：サッカージャパンカップ�
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番組にジャンル名を付ける

16種類のジャンル名から好きなジャンル名を選んで
付けるこができます。

1 テレビの電源を入れてから、テレビの入
力を「ビデオ」に切り換える。

2 スマートファイルカセットを入れる。
ビデオの電源が自動的に入り、ビデオ本体の
「スマートファイル」表示が点灯します。

3 メニュー/予約ボタンを押す。

メニュー／�
予 約�

メニュー�

予約設定／確認�

［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

ＴＶチャンネル合わせ�

時刻合わせ�

Ｇコード設定�

各種設定１�

各種設定２�

スマートファイル入力／修正�

4 カーソルスティックをV/vに動かして「ス
マートファイル入力/修正」を選び、カー
ソルスティック（決定）を押す。

5 カーソルスティックをV/vに動かしてジャ
ンル名を付けたい番組を選び、カーソル
スティック（決定）を押す。

6 カーソルスティックをB/bに動かして、
rをジャンル名の位置に合わせる。

7 カーソルスティック（決定）を押す。

スマートファイル入力／修正� １／１ページ�

テープタイトル� ９９／ ９ ／ ３０～ ９９／ １０／ ８ �

１０／　８金� １Ｈ００Ｍ�

午後 １０： ０ ０�ｃｈ１ ０ �

３倍�

１０／　４月� ０Ｈ３０Ｍ�

午前０：３０�入力３�

標準�

　９／３０木� １Ｈ４５Ｍ�

サッカージャパンカップ�

３倍�

• カーソル  

押ー決定�
［　　］［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

ｃｈ８ �

スマートファイル入力／修正� １／１ページ�

テープタイトル� ９９／ ９ ／ ３０～ ９９／ １０／ ８ �

１０／　８金� １Ｈ００Ｍ�

午後 １０： ０ ０�ｃｈ１ ０ �

３倍�

１０／　４月� ０Ｈ３０Ｍ�

午前０：３０�入力３�

標準�

　９／３０木� １Ｈ４５Ｍ�３倍�

• カーソル  

押ー決定�
［　　］［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

サッカージャパンカップ�

ｃｈ８ �

3,11
4,5,6,7,8,9

取消し/リセットボタン

テレビ画面

ジャンル名の位置

スマートファイル入力／修正� １／１ページ�

テープタイトル� ９９／ ９ ／ ３０～ ９９／ １０／ ８ �

１０／　８金� １Ｈ００Ｍ�

午後 １０： ０ ０�ｃｈ１ ０ �

３倍�

１０／　４月� ０Ｈ３０Ｍ�

午前０：３０�入力３�

標準�

　９／３０木� １Ｈ４５Ｍ�３倍�

• カーソル  

押ー決定�
［　　］［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

サッカージャパンカップ�

ｃｈ８ �

スペシャル　アニメ　　　シ　ピング　［　］�

ニュース　　芸術・教養　ドラマ�

映画　　　　音楽　　　　バラエテ�

ショー　　　シリーズ　　その他�

子供向け　　趣味　　　　　　　　　　［完成］�

スポーツ　　教育�

［　　］［　　］で選び、［決定］で文字入力�

完成時は、［完成］で［決定］を押してください�

スマートファイル入力／修正　　　ジャンル�

ジャンル：�

ョッ�

ィー�

• カーソル  

押ー決定�

押ー決定�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

リモコンモード�
カセット�
取出し�

電 源�

3VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

Gコード／デジタルCS

Gコード予約� 設 定�

選 局�

EZパネル�
音声切換�
二重音声�

入力切換�衛星切換�

音 量� 　チャンネル�

録 画� 取消し／�
リセット�

スマート�
ファイル�

メニュー／�
予 約�

カーソル�

頭出し�

巻戻し�
CM早送り�

一時停止�
早送り�

再 生�
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テープになまえを付ける

テープのなまえは、ひらがなやカタカナ、アルファ
ベットなどを使って、最大14文字で付けることがで
きます。

1 テレビの電源を入れてから、テレビの入
力を「ビデオ」に切り換える。

2 スマートファイルカセットを入れる。
ビデオの電源が自動的に入り、ビデオ本体の
「スマートファイル」表示が点灯します。

3 メニュー/予約ボタンを押す。

メニュー／�
予 約�

メニュー�

予約設定／確認�

［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

ＴＶチャンネル合わせ�

時刻合わせ�

Ｇコード設定�

各種設定１�

各種設定２�

スマートファイル入力／修正�

3,8

取消し/リセットボタン

4,5,6,7

テレビ画面

番組やテープになまえを付ける
（つづき）

8 カーソルスティックをV/v/B/bに動かして
ジャンル名を選び、カーソルスティック
（決定）を押す。

•間違えたときは
カーソルスティックをV/v/B/bに動かして
［B］を選び、カーソルスティック（決定）を
押します。または、取消し/リセットボタン
を押します。

9 カーソルスティックをV/v/B/bに動かして
［完成］を選び、カーソルスティック（決
定）を押す。

10 続けて番組にジャンル名を付けるとき
は、手順5から9を繰り返す。

11 メニュー/予約ボタンを押す。
スマートファイル入力/修正画面が消えます。

番組のジャンル名を消去するには
手順6のあと、取消し/リセットボタンを押します。

• カーソル  

押ー決定�
［　　］［　　］で選び、［決定］で文字入力�

完成時は、［完成］で［決定］を押してください�

スマートファイル入力／修正　　　ジャンル�

ジャンル：スポーツ�

スペシャル　アニメ　　　シ　ピング　［　］�

ニュース　　芸術・教養　ドラマ�

映画　　　　音楽　　　　バラエテ�

ショー　　　シリーズ　　その他�

子供向け　　趣味　　　　　　　　　　［完成］�

スポーツ　　教育�

ョッ�

ィー�

ス マートファイル入力／修正� １／１ページ�

テープタイトル� ９９／ ９ ／ ３０～ ９９／ １０／ ８ �

１０／　８金� １Ｈ００Ｍ�

午後 １０： ０ ０�ｃｈ１ ０ �

３倍�

１０／　４月� ０Ｈ３０Ｍ�

午前０：３０�入力３�

標準�

　９／３０木� １Ｈ４５Ｍ�３倍�

• カーソル  

押ー決定�
［　　］［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

サッカージャパンカップ�

ｃｈ８ �

スポーツ�

押ー決定�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

リモコンモード�
カセット�
取出し�

電 源�

3VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

Gコード／デジタルCS

Gコード予約� 設 定�

選 局�

EZパネル�
音声切換�
二重音声�

入力切換�衛星切換�

音 量� 　チャンネル�

録 画� 取消し／�
リセット�

スマート�
ファイル�

メニュー／�
予 約�

カーソル�

頭出し�

巻戻し�
CM早送り�

一時停止�
早送り�
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7 カーソルスティックをV/v/B/bに動かして
［完成］を選び、カーソルスティック（ 決
定）を押す。

8 メニュー/予約ボタンを押す。
スマートファイル入力/修正画面が消えます。

テープのなまえを消去するには
手順4のあと、カーソルスティックをV/vに動かして
「テープタイトル」を選び、取消し/リセットボタン
を押します。テープのなまえが消え、録画開始日と
終了日に戻ります。録画開始日と終了日も消したい
ときは、もう一度取消し/リセットボタンを押しま
す。

スマートファイル入力／修正� １／１ページ�

テープタイトル�たろうのテープ�

１０／　８金� １Ｈ００Ｍ�

午後 １０： ０ ０�ｃｈ１ ０ �

３倍�

１０／　４月� ０Ｈ３０Ｍ�

午前０：３０�入力３�

標準�

　９／３０木� １Ｈ４５Ｍ�

サッカージャパンカップ�

３倍�

• カーソル  

押ー決定�
［　　］［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

ｃｈ８ �

スポーツ�

4 カーソルスティックをV/vに動かして「ス
マートファイル入力/修正」を選び、カー
ソルスティック（決定）を押す。

5 カーソルスティックをV/vに動かして
「テープタイトル」を選び、カーソルス
ティック（決定）を押す。

6 カーソルスティックをV/v/B/bに動かして
文字を選び、カーソルスティック（決定）
を押す。
［かな］、［カナ］、［記号］を選んで、カーソル
スティック（決定）を押すと、入力する文字
の種類を変更することができます。アルファ
ベットは［記号］を選ぶと入力できます。

•間違えたときは
カーソルスティックをV/v/B/bに動かして
［B］を選び、カーソルスティック（決定）を
押します。または、取消し/リセットボタン
を押します。
うしろから一文字ずつ消えます。

スマートファイル入力／修正� １／１ページ�

テープタイトル� ９９／ ９ ／ ３０～ ９９／ １０／ ８ �

１０／　８金� １Ｈ００Ｍ�

午後 １０： ０ ０�ｃｈ１ ０ �

３倍�

１０／　４月� ０Ｈ３０Ｍ�

午前０：３０�入力３�

標準�

　９／３０木� １Ｈ４５Ｍ�

サッカージャパンカップ�

３倍�

• カーソル  

押ー決定�
［　　］［　　］で選び、［決定］を押してください�

止めたいときは［メニュー］を押してください�

ｃｈ８ �

スポーツ�

あいうえお　はひふへほ　がぎぐげご　［　］�

さしすせそ　やゆよっゃ　だぢづでど　［記号］�

かきくけこ　まみむめも　ざじずぜぞ　［カナ］�

たちつてと　らりるれろ　ばびぶべぼ�

ぁぃぅぇぉ　ー’，．／　－＆　？！　［完成］�

なにぬねの　わをんゅょ　ぱぴぷぺぽ�

• カーソル  

押ー決定�
［　　］［　　］で選び、［決定］で文字入力�

完成時は、［完成］で［決定］を押してください�

スマートファイル入力／修正� ひらがな�

テープタイトル：�

• カーソル  

押ー決定�
［　　］［　　］で選び、［決定］で文字入力�

完成時は、［完成］で［決定］を押してください�

スマートファイル入力／修正�

テープタイトル：たろうのテープ�

アイウエオ　ハヒフヘホ　ガギグゲゴ　［　］�

サシスセソ　ヤユヨッャ　ダヂヅデド　［記号］�

カキクケコ　マミムメモ　ザジズゼゾ　［かな］�

タチツテト　ラリルレロ　バビブベボ�

ァィゥェォ　ヴ’，．／　－＆　？！　［完成］�

ナニヌネノ　ワヲンュョ　パピプペポ�

カタカナ�
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4 カーソルスティックをV/vに動かして、消
したい番組を選ぶ。

5 取消し/リセットボタンを押す。
選んだ番組の情報がすべて消えます。

番組の情報を間違えて消したときは
手順5で間違って消してしまったときは、画面表示
ボタンを押すと、最後に消した番組の情報を元の状
態に戻すことができます。ただし、スマートファイ
ル検索画面を消してしまうと、番組の情報を元に戻
すことはできません。

たろうのテープ�

［　　］で選び、検索は［決定］を押してください�

１／１ページ�

ブランクタイム� ３倍�１Ｈ３０Ｍ�

始め� 終り�

１０／　８金�

１Ｈ００Ｍ�

午後 １０： ０ ０�ｃｈ１ ０ �

３倍�

１０／　４月�

０Ｈ３０Ｍ�

午前０：３０�入力３�

標準�

　９／３０木�

１Ｈ４５Ｍ�

サッカージャパンカップ�

３倍�

始め�

ｃｈ８ � スポーツ�

• カーソル  

押ー決定�

取消し／�
リセット�

たろうのテープ�

［　　］で選び、検索は［決定］を押してください�

１／１ページ�

ブランクタイム� ３倍�１Ｈ４５Ｍ�

始め� 終り�

１０／　８金�

１Ｈ００Ｍ�

午後 １０： ０ ０�ｃｈ１ ０ �

３倍�

　９／３０木�

１Ｈ４５Ｍ�

サッカージャパンカップ�

３倍�

始め�

ｃｈ８ � スポーツ�

番組の情報を消去
する

番組の情報をスマートファイル画面から消去するこ
とができます。消去すると、スマートファイル画面
では、録画されていない部分になります。

1 テレビの電源を入れてから、テレビの入
力を「ビデオ」に切り換える。

2 スマートファイルカセットを入れる。
ビデオの電源が自動的に入り、ビデオ本体の
「スマートファイル」表示が点灯します。

3 スマートファイルボタンを押す。
スマートファイル検索画面が表示されます。

ふたを�

開ける�

押ー決定�

カセット�
取出し�

電 源�

3

リモコンモード�

VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

録 画� 取消し／�
リセット�

スマート�
ファイル�

メニュー／�
予 約�

カーソル�

頭出し�

CM早送り�
巻戻し�

早送り�
一時停止�

ヘルプ� 衛星切換� 現在番組� 週間番組�日付／ジャンル�

もとへ� i. LINK 予約一覧� 好み一覧� 番組説明�

画面表示�
カウンター／�
残量�

テレビ／�
ビデオ� 入力切換�

自動／手動� ノーマル／スロー�

静止画調整�

トラッキング�
標準／3倍�  チャンネル�

3

画面表示ボタン

4

5

テレビ画面

スマート�
ファイル�

たろうのテープ�

［　　］で選び、検索は［決定］を押してください�

１／１ページ�

ブランクタイム� ３倍�１Ｈ３０Ｍ�

始め� 終り�

１０／　８金�

１Ｈ００Ｍ�

午後 １０： ０ ０�ｃｈ１ ０ �

３倍�

１０／　４月�

０Ｈ３０Ｍ�

午前０：３０�入力３�

標準�

　９／３０木�

１Ｈ４５Ｍ�

サッカージャパンカップ�

３倍�

始め�

ｃｈ８ � スポーツ�
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他機をつないで
行う操作

ここでは、本機にいろいろな機器をつない
でできる操作について説明します。
ビデオカメラでとった画像を見たり、ゲ－
ムをするときは、本機の前面入力端子を使
うと便利です。また、本機に他のビデオ
デッキやビデオカメラをつないで、テ－プ
をそのままダビングしたり、必要なところ
をつないで編集したりできます。
以下の機器の接続は（　）内のペ－ジをご
覧ください。

• BSチューナー内蔵テレビ・BSチュー
ナー（ 15ページ）

•ケ－ブルテレビ（CATV）
（ 38ページ）

• i.LINK対応デジタルCSチューナー
（ 37ページ）

ビデオ機器をつないで
見る・ゲームをする

テレビに映像・音声入力端子がなかったり、後面に
しかない場合、本機前面の入力2端子にビデオカメ
ラやゲームなどをつなぐと便利です。

接続する

本機前面

ç ：映像・音声信号の流れ����������
��
（赤）�（白）�（黄）�

映像� 右�(モノ)左�－音声－�

入力 2

とびらを�

開ける�

　音声（右）�音声（左）�

（白）�（黄）�

映像�

（赤）�

出力�

映像・音声コード
（別売り）

再生側�

他機

ス
マ
ー
ト
フ
ァ
イ
ル



76

ダビング・編集する

テープの内容を別のテープに録画します。つないだ
機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

途中で止めずにそのままダビングするとき

好きな場面だけ編集するとき

ç ：テ－プの進行方向

ç ：テ－プの進行方向

再生側�

録画側�

再生側�

録画側�

不要な場面

ダビングすると�

編集すると�

ビデオを見る・ゲ－ムをする

1 テレビの電源を入れてから、テレビの入
力を「ビデオ」に切り換える。

2 電源スイッチを押して、本機の電源を入
れる。

3 入力切換ボタンを押して「L2」を選ぶ。
入力切換ボタンを押すたびに次のように切り
換わります。

VHF/UHFチャンネル → 入力1（L1）→ 入力2（L2）→
入力3（L3）→ i.LINK（デジタルCS）

4 本機の入力端子につないだ機器の電源を
入れて、その機器の再生をする。

2

3
チャンネル＋/－
ボタン

ちょっと一言
• 手順3でチャンネル＋/－ボタンを押しても「L2」が選べ
ます。押すたびに次のように切り換わります。

VHF/UHFチャンネル（1、2、…）→ 入力1（L1）→
入力2（L2）→ 入力3（L3）→ i.LINK（デジタルCS）

ご注意
• 本機の入力端子につないだ機器がモノラルのときは、音
声コードを必ず音声左（モノ）端子につないでくださ
い。

ビデオ本体の表示窓

APC入力切換�

ビデオ機器をつないで見る・
ゲームをする（つづき）

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

リモコンモード�
カセット�
取出し�

電 源�

3VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

Gコード／デジタルCS

Gコード予約� 設 定�

選 局�

EZパネル�
音声切換�
二重音声�

入力切換�衛星切換�

音 量� 　チャンネル�

カーソル�
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接続する
テレビを録画側の機器につなぐと、録画される画像
が見られます。

本機で録画するとき

ちょっと一言
• 再生側の機器がモノラルのときは、音声コードは必ず音
声左（モノ）端子につないでください（入力2のみ）。

• 本機で録画するときに、本機後面の入力1端子または入
力3端子を使うこともできます。

• 本機の入力3端子にS映像コードをつないだときは、映
像・音声コードの映像端子（黄）はつなぎません。この
とき、メニューの「各種設定2」で「映像入力3」を「S映
像」にします（ 43ページ）。

ご注意
• 本機の出力端子を他機の入力端子へつないだまま、その
機器の出力端子を本機の入力端子へつながないでくださ
い。ブーンという音が出ることがあります。

本機前面

再生側�

他機

録画側�

ç ：映像・音声信号の流れ

（赤）�（白）�（黄）�

映像� 右�(モノ)左�－音声－�

入力 2

とびらを�

開ける�

　音声（右）�音声（左）�

（白）�（黄）�

映像�

（赤）�

出力�

映像・音声コード
（別売り）

本機で再生するとき

ちょっと一言
• S映像コードでつないだときは、映像・音声コードの映
像端子（黄）はつなぎません。

本機後面

他機

S映像コード
（別売り）
（S映像入力端
子付きのビデ
オデッキとつ
なぐとき）

再生側�

ç：映像・音声信号の流れ

映像・音声コード
（別売り）

録画側�

（黒）�（白）�（赤）� （黄）�

音声（右）　�　音声（左）�映像� S映像�

入力�

出力1

（黄）�（黒）�（白）�（赤）�

S映像�
映像�音声�左�右�
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録画側�

5 再生側の機器をつないでいる入力（「入力

1」、「入力2」、「入力3」など）に切り換え
る。
本機が録画側のときは、再生側の機器をつな
いでいる入力端子を、入力切換ボタンで選び
ます。

•入力1端子のときは「L1」
•入力2端子のときは「L2」
•入力3端子のときは「L3」

6 録画モードを選ぶ。
本機が録画側のときは、標準/3倍ボタンを押
して選びます。

7 録画一時停止にする。

再生一時停止にする。

8 両方の一時停止を解除する。
録画が始まります。

9 好きな場面だけ編集するとき

画像を見ながら、不要な場面で録画一時
停止にする。

録画を再開したい場面の直前で再生一時
停止にする。
手順8と9を繰り返して、好きな場面だけ編集
します。

10 録画が終わったら、両方の停止ボタンを
押す。

ご注意
• 編集したテープを再生すると、場面のつなぎ目で画像が
乱れることがあります。

録画側�

再生側�

録画側� 再生側�

録画側�

再生側�

録画側� 再生側�

ダビング・編集する（つづき）

テープをダビング・編集する

テープの内容をそのままダビングしたり、好きな場
面だけ編集することができます。

1 テレビの電源を入れてから、テレビの入
力を録画側の機器に切り換える。

2 両方のビデオデッキにカセットを入れ
る。

3 画面表示を消す。
画面表示を出したままにしておくと、画面表
示もいっしょに録画されます。
本機が再生側のときは、メニューの「各種設
定1」の「自動画面表示」を「切」にします
（ 43ページ）。

4 二か国語放送などのテープからダビング
するときは、録音したい音声を選ぶ。
本機が再生側のときは、あらかじめ再生し、
音声切換/二重音声ボタンを押して選びます。
音声切換/二重音声ボタンが再生側の機器にな
いときは、この手順をとばします。

再生側�

録画側� 再生側�

再生側�

録画側�

ビデオ本体の表示窓

APC入力切換�
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デジタル
録画・再生
（i.LINK対応
デジタルCSチューナー）

ここでは、本機に別売りのi.LINK対応デジ
タルCSチューナーをつないでできる操作
について説明します。
デジタルCS放送を、D-VHSテープにデジ
タル録画することができます。デジタル録
画した番組は、i.LINK対応デジタルCS
チューナーを使って見ることができます。
また、本機のリモコンでi.LINK対応デジタ
ルCSチューナーを操作することができま
す。

i.LINK（アイリンク）
について

ここでは、i.LINKの規格や特長について説明しま
す。i.LINKを使って操作を始める前にお読みくださ
い。
なお、i.LINKを使った接続や操作には、機器によっ
て異なるものがあります。本機でできる操作につい
ては、「デジタル録画・再生について」（ 81ペー
ジ）をご覧ください。

i.LINKとは？

i.LINKは、i.LINK端子を持つ機器間で、デジタル映
像やデジタル音声などのデータを双方向でやりとり
したり、他機をコントロールしたりするためのデジ
タルシリアルインターフェースです。
i.LINK対応機器は、i.LINKケーブル1本で接続でき
ます。多彩なデジタルAV機器を接続して、さまざ
まな操作やデータのやりとりができます。また将
来、さらに多様な機器を接続して、操作やデータの
やりとりができることが考えられています。
複数のi.LINK対応機器を接続した場合、直接つない
だ機器だけではなく、他の機器を介してつながれて
いる機器に対しても、操作やデータのやりとりがで
きます。このため、機器を接続する順序を気にする
必要はありません。
ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操
作のしかたが異なったり、接続しても操作やデータ
のやりとりができない場合があります。

ちょっと一言
• i.LINK（アイリンク）はIEEE1394の親しみやすい呼称と
してソニーが提案し、国内外多数の企業からご賛同いただ

いている商標です。

IEEE1394は電子技術者協会によって標準化された国際標
準規格です。

• 著作権保護に対応したi.LINK対応機器には、デジタルデー
タのコピー・プロテクション技術が採用されています。

この技術は、DTLA（The Digital Transmission
Licensing Administrator）というデジタル伝送における
著作権保護技術の管理運用団体から許可を受けているもの

です。

このDTLAのコピー・プロテクション技術を搭載している
機器間では、コピーが制限されている映像/音声/データに
おいて、i.LINKでのデジタルコピーができない場合があり
ます。

また、DTLAのコピー・プロテクション技術を搭載してい
る機器と搭載していない機器との間では、i.LINKでデジタ
ルの映像/音声/データのやりとりができない場合がありま
す。

��	
�������
他
機
を
つ
な
い
で
行
う
操
作
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i.LINKについて（つづき）

途中から分岐してつなぐこともできます
• i.LINK端子を3つ以上持つ機器の場合、途中から分岐し
てつなぐこともできます。

• i.LINK対応機器は、本機を含めて63台まで接続できま
す。ただし、一番長い経路の接続は17台までです。
（i.LINKケーブルは、一番長い経路に対して連続して16
本まで使用することができます。）
ひとつの経路に対して使用したi.LINKケーブルの数を
「ホップ」と呼びます。例えば、下図のA→Cの経路は
6ホップ、A→Dの経路は3ホップとなります。

i.LINKでの接続について

i.LINK対応機器は、i.LINKケーブルで数珠つなぎに
して接続します。このような接続のしかたを「デイ
ジー・チェーン」と呼びます。

A→B、A→C、A→D、B→C、B→D、C→D、
いずれの経路も最大17台の機器を接続できます
（最大16ホップ）。

2つの機器の間に他の機器がつながれていても、
操作やデータのやりとりを行うことができます。

接続についてのご注意
• パソコンなど一部のi.LINK対応機器の中には、電源が
切られているとデータを中継しない機器があります。

i.LINKでの接続の際は、接続する機器の取扱説明書も
ご覧ください。

• i.LINK対応機器には、その機器が対応している最大
データ転送速度がi.LINK端子の周辺に表記されていま
す。i.LINKの最大データ転送速度は、約100/200/
400Mbps*が定義されており、それぞれS100、
S200、S400と表記されます。最大データ転送速度が
異なる機器を接続した場合や、機器の仕様により、実際
の転送速度が表記と異なることがあります。

* Mbpsとは？
「Mega bits per second」の略で、「メガビーピーエ
ス」と読みます。1秒間に通信できるデータの容量を示
しています。200Mbpsならば、1秒間に200メガビッ
トのデータを送ることができます。

i.LINK�
対応機器�

i.LINK�
対応機器�

i.LINK�
対応機器�

i.LINK�
対応機器�

i.LINK�
対応機器�

i.LINK�
ケーブル�

BA

D C

接続が輪にならないようにご注意ください
デジタル信号は、接続したすべてのi.LINKケーブルに流
れます。信号を出力した機器に同じ信号が戻らないよ
う、接続が輪にならないようにつないでください。接続
が輪（環状）になることを「ループ」と呼びます。

正しい接続例 ループの接続例
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デジタル録画・再生
について

ここでは、本機におけるi.LINKを使ったデジタル録
画および再生のしかたを説明します。
本機には、デジタルとアナログの変換機能がありま
せん。したがって、デジタル録画できるのは、本機
のi.LINK端子につないだ、i.LINK対応デジタルCS
チューナーからのデジタル信号のみです。地上波や
本機の入力端子につないだ機器からのアナログ信号
をデジタル録画することはできません。
また、デジタル録画した番組をテレビで見るには、
アナログに変換する必要があります。この場合は、
本機のi.LINK端子につないだi.LINK対応デジタル
CSチューナーを通して、デジタルからアナログへ
変換します。

i.LINKの一般的な規格や特長については、「i.LINK
について」（ 79ページ）をご覧ください。

必要なi.LINKケーブル

ソニーのi.LINKケーブルをお使いください
i.LINK対応機器の接続には、付属のi.LINKケーブル
または下記のソニー製i.LINKケーブル（別売り）を
お使いください。

• VMC-IL4415（1.5m）
• VMC-IL4435（3.5m）

ご注意
• DVケーブルはご使用になれません。

本機と操作できるi.LINK対応機器

本機は、下記のi.LINK対応デジタルCSチューナー
と組み合わせて操作できます。
（1999年6月現在）
• ソニーデジタルCSチューナー DST-MS9

本機とi.LINK対応デジタルCSチューナーの接続に
ついて詳しくは、「i.LINK対応デジタルCSチュー
ナーをつなぐ」（ 37ページ）をご覧ください。

ご注意
• デジタルビデオデッキやデジタルビデオカメラ、パソコ
ンをつないで操作することはできません。

i.LINK対応デジタルCSチューナー
で本機をLINC（リンク）する

本機とi.LINK対応デジタルCSチューナーは、ケー
ブルで接続しただけでは操作できません。デジタル
録画および再生をする前に、必ずデジタルCS
チューナーで本機をLINCしてください。

リンク

「LINCする」とは？
i.LINK対応デジタルCSチューナー（i.LINK対応機
器を操作する側）は、i.LINKケーブルで接続されて
いる機器のうち1台だけを操作できます。「LINCす
る」とは、相手の機器を1台選ぶことを意味しま
す。デジタルCSチューナーと相手の機器との間で
次のようなやりとりが行われます。

例）ビデオデッキをLINCするとき

この呼びかけ・返答のやりとりが行われ、i.LINK対
応機器のLINCが完了して、初めてi.LINK対応機器
を操作することができます。

ちょっと一言
• LINCとは、Logical Interface Connection（ロジカ
ル・インターフェース・コネクション：「論理的な接続
を行う」の意）の略です。

1「これから操作してもいいですか？」とデジタル
CSチューナーがビデオデッキに信号を送る

2「了解です」とビデオデッキがデジタルCSチューナー
に信号を送る

デジタルCSチューナー
（操作する側）

ビデオデッキ
（操作される側）
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一時停止Pボタン

1 D-VHSカセットを入れる。
ビデオの電源が自動的に入り、D-VHS
TAPEランプが点灯します。

2 テレビ/デジタルCS/ビデオスイッチを
「ビデオ」にする。

3 入力切換ボタンを押して「デジタルCS」
を選ぶ。
D-VHSランプが点灯します。

4 テレビ/デジタルCS/ビデオスイッチを
「デジタルCS」にする。

5 電源スイッチを押して、デジタルCS
チューナーの電源を入れる。

6 テレビの電源を入れてから、テレビの入
力をビデオをつないだ入力に切り換え
る。

デジタルCS放送を
デジタル録画する

停止pボタン

3

9

入力切換� デジタル�CS

ビデオ本体の表示窓

2,4
5

7
8

8

bit STREAMランプ
D-VHS TAPEランプ

D-VHSランプ

ふたを�

開ける�

カセット�
取出し�

電 源�

3

リモコンモード�

VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

ヘルプ� 衛星切換� 現在番組� 週間番組�日付／ジャンル�

もとへ� i. LINK 予約一覧� 好み一覧� 番組説明�

画面表示�
カウンター／�
残量�

テレビ／�
ビデオ� 入力切換�

自動／手動� ノーマル／スロー�

静止画調整�

トラッキング�
標準／3倍�  チャンネル�

デジタルCS

ビデオ�テレビ�

デジタルCS

ビデオ�テレビ�

電 源�

i.LINK対応デジタルCSチューナーで受信した番組
を、D-VHSテープにデジタル録画することができま
す。

i.LINK対応デジタルCSチューナーで受信した番組の
予約は、本機ではできません。予約はデジタルCS
チューナーで行います。
デジタルCSチューナーの操作について詳しくは、デ
ジタルCSチューナーの取扱説明書をご覧ください。

押ー決定�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

リモコンモード�
カセット�
取出し�

電 源�

3VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

Gコード／デジタルCS

Gコード予約� 設 定�

選 局�

EZパネル�
音声切換�
二重音声�

入力切換�衛星切換�

音 量� 　チャンネル�

録 画� 取消し／�
リセット�

スマート�
ファイル�

メニュー／�
予 約�

カーソル�

頭出し�

巻戻し�
CM早送り�

一時停止�
早送り�

再 生�

停 止�
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7 Gコード/デジタルCS数字ボタンでデジ
タルCS放送の録画したいチャンネルを選
び、選局ボタンを押す。

8 デジタルCSチューナーで、本機をLINC
する。
本機とi.LINK対応デジタルCSチューナーは
接続しただけでは操作できません。必ずデジ
タルCSチューナーで本機をLINCしてくださ
い。

デジタルCSチューナーDST-MS9の場合
1 i.LINKボタンを押す。
コントロールパネルが表示されます。

2 カーソルスティックをV/v/B/bに動かし
て、D-VHSビデオデッキ（本機）を選
び、カーソルスティック（決定）を押
す。

bit STREAMランプが点灯し、LINCさ
れます。

9 録画rボタンを押す。

テレビ画面
（DST-MS9のコントロールパネル）

録画を止めるには
停止pボタンを押します。

録画を一時停止するには
一時停止Pボタンを押します。
録画一時停止が5分以上続くと自動的に停止しま
す。

ちょっと一言
• 手順9は、デジタルCSチューナーDST-MS9のコント
ロールパネルでも操作することができます。カーソルス
ティックをV/v/B/bに動かして、「録画」を選び、カーソ
ルスティック（決定）を押します。

• D-VHSテープにデジタル録画するときは、デジタルCS
チューナーDST-MS9のコントロールパネルを表示した
ままにしていても、コントロールパネルは録画されませ
ん。ただし、アナログ録画するときは、コントロールパ
ネルを表示したままにしておくと、コントロールパネル
も一緒に録画されます。

• bit STREAMランプは、i.LINK端子にデジタル信号が
入力できる状態になると点灯します。

ご注意
• D-VHSテープにデジタル録画するときは、録画モード
を選ぶことはできません。

• 本機はDTLAのコピー・プロテクション技術に対応して
います。したがって、コピーを許可されていない番組は
録画することはできません。DTLAについて詳しくは、

79ページをご覧ください。
• bit STREAMランプが点灯していないと、デジタル録
画することができません。
次のような場合、bit STREAMランプは点灯しませ
ん。
－本機がLINCされていないとき
－ i.LINKケーブルが正しく接続されていないとき
－デジタルCSチューナーのメニュー画面やEPG（番組
表）が表示されているとき

録 画�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Gコード／デジタルCS

設 定�

選 局�

D-VHS 1

設定� i.LINK入力�

電源�

i.LINK M S
MD 1

i. LINK

MD編集�

D-VHS 1

設定� i.LINK入力�

録画�電源�

次へ�前へ�

i.LINK H M S0 00 00
MD 1

• カーソル  

押ー決定�
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一時停止Pボタン

1 D-VHSカセットを入れる。
ビデオの電源が自動的に入り、D-VHS
TAPEランプが点灯します。

2 テレビ/デジタルCS/ビデオスイッチを
「ビデオ」にする。

3 入力切換ボタンを押して「デジタルCS」
を選ぶ。
D-VHSランプが点灯します。

4 テレビ/デジタルCS/ビデオスイッチを
「デジタルCS」にする。

5 電源スイッチを押して、デジタルCS
チューナーの電源を入れる。

6 テレビの電源を入れてから、テレビの入
力をビデオをつないだ入力に切り換え
る。

デジタル録画した番組
を見る

D-VHSテープにデジタル録画した番組を、i.LINK
対応デジタルCSチューナーを使って見ることがで
きます。
デジタルCSチューナーの操作について詳しくは、
デジタルCSチューナーの取扱説明書をご覧くださ
い。

停止pボタン

8

巻戻し0ボタン

早送り)ボタン

2,4

7

7

5

デジタルCS

ビデオ�テレビ�

電 源�

3

入力切換� デジタル�CS

ビデオ本体の表示窓

デジタルCS

ビデオ�テレビ�

ふたを�

開ける�

押ー決定�

カセット�
取出し�

電 源�

3

リモコンモード�

VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

録 画� 取消し／�
リセット�

スマート�
ファイル�

メニュー／�
予 約�

カーソル�

頭出し�

CM早送り�
巻戻し�

早送り�
一時停止�

ヘルプ� 衛星切換� 現在番組� 週間番組�日付／ジャンル�

もとへ� i. LINK 予約一覧� 好み一覧� 番組説明�

画面表示�
カウンター／�
残量�

テレビ／�
ビデオ� 入力切換�

自動／手動� ノーマル／スロー�

静止画調整�

トラッキング�
標準／3倍�  チャンネル�

再 生�

停 止�

bit STREAMランプ

D-VHS TAPEランプ
D-VHSランプ
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デジタルCSチューナーDST-MS9のコン
トロールパネルで本機を操作するには
手順7で、デジタルCSチューナーDST-MS9で本機
をLINCすると、コントロールパネルで本機を操作
することができます。

カーソルスティックをV/v/B/bに動かして、コント
ロールパネルの操作したいボタンを選び、カーソル
スティック（決定）を押します。

操作 選ぶボタン

再生する (

停止する p

一時停止する P

早送りする )

巻き戻しする 0

今の番組を頭出しする 「前へ」

次の番組を頭出しする 「次へ」

電源を入れる/切る 「電源」

ちょっと一言
• 再生中に、D-VHSランプが消灯したときは、アナログ
録画した番組を再生しています。

• 手順8のあとデジタルCSチューナーDST-MS9のコン
トロールパネルを消すには、i.LINKボタンを押しま
す。

• bit STREAMランプは、i.LINK端子にデジタル信号が
入力できる状態になると点灯します。再生中はi.LINK
端子から信号が出力されるため、bit STREAMランプ
は消灯します。

ご注意
• D-VHSテープにデジタル録画した番組は、速さを変え
て見ることはできません。

• 本機で音声を切り換えることはできません。音声の切り
換えについては、デジタルCSチューナーの取扱説明書
をご覧ください。

• 再生画像が出るまでに多少時間がかかることがありま
す。

• bit STREAMランプが点灯していないと、手順8で
再生·ボタンを押しても、デジタル録画した番組を見
ることができません。
次のような場合、bit STREAMランプは点灯しませ
ん。
－本機がLINCされていないとき
－ i.LINKケーブルが正しく接続されていないとき
－デジタルCSチューナーのメニュー画面やEPG（番組
表）が表示されているとき

テレビ画面
（DST-MS9のコントロールパネル）

再 生�

7 デジタルCSチューナーで、本機をLINC
する。
本機とi.LINK対応デジタルCSチューナーは
接続しただけでは操作できません。必ずデジ
タルCSチューナーで本機をLINCしてくださ
い。

デジタルCSチューナーDST-MS9の場合
1 i.LINKボタンを押す。
コントロールパネルが表示されます。

2 カーソルスティックをV/v/B/bに動かし
て、D-VHSビデオデッキ（本機）を選
び、カーソルスティック（決定）を押
す。

bit STREAMランプが点灯し、LINCさ
れます。

8 再生·ボタンを押す。
bit STREAMランプが消灯します。

再生を止めるには
停止pボタンを押します。

再生を一時停止するには
一時停止Pボタンを押します。

巻き戻し・早送りするには
停止中に、巻戻し0ボタンまたは早送り)ボタ
ンを押します。

D-VHS 1

設定� i.LINK入力�

電源�

i.LINK M S
MD 1

i. LINK

MD編集�

D-VHS 1

設定� i.LINK入力�

録画�電源�

次へ�前へ�

i.LINK H M S0 00 00
MD 1

• カーソル  

押ー決定�

D-VHS 1

設定� i.LINK入力�

録画�電源�

次へ�前へ�

0 00 00i.LINK H M S
MD 1
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リモコンでソニー製のデジタ
ルCSチューナーを操作する

メニュー/予約
ボタン

本機のリモコンで、ソニー製のデジタルCSチュー
ナーを操作できます。緑色の文字のボタンまたは緑
色の点が付いているボタンが使えます。
デジタルCSチューナーを操作するときは、テレビ/
デジタルCS/ビデオスイッチを「デジタルCS」にし
ます。

選局ボタン

デジタルCS数字
ボタン

もとへボタン

画面表示ボタン

ヘルプボタン

電源スイッチ

衛星切換ボタン

チャンネル
＋/－ボタン

好み一覧ボタン

予約一覧ボタン

i.LINKボタン

番組説明ボタン

チャンネル＋/－
ボタン

現在番組ボタン

週間番組ボタン

日付/ジャンル
ボタン

カーソルスティック
（V/v/B/b/決定）

ふたを�

開ける�

押ー決定�

カセット�
取出し�

電 源�

3

リモコンモード�

VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

録 画� 取消し／�
リセット�

スマート�
ファイル�

メニュー／�
予 約�

カーソル�

頭出し�

CM早送り�
巻戻し�

早送り�
一時停止�

ヘルプ� 衛星切換� 現在番組� 週間番組�日付／ジャンル�

もとへ� i. LINK 予約一覧� 好み一覧� 番組説明�

画面表示�
カウンター／�
残量�

テレビ／�
ビデオ� 入力切換�

自動／手動� ノーマル／スロー�

静止画調整�

トラッキング�
標準／3倍�  チャンネル�

再 生�

停 止�

ボタン

電源スイッチ

EZパネルボタン

二重音声ボタン

衛星切換ボタン

チャンネル＋/－
ボタン

選局ボタン

デジタルCS数字
ボタン

ヘルプボタン

現在番組ボタン

週間番組ボタン

日付/ジャンル
ボタン

番組説明ボタン

好み一覧ボタン

カーソルスティック
（V/v/B/b/決定）

メニュー/予約
ボタン

予約一覧ボタン

i.LINKボタン

画面表示ボタン

もとへボタン

働き

デジタルCSチューナーの電源
を入/切する。

EZパネルを表示する。

二重音声放送の音声を切り換え
る。押すたびに「主 → 副 →
主/副 → 主・・・」と切り換わ
る。

押すたびに衛星B（スカイサービ
ス）と衛星A（パーフェクTV!
サービス）を切り換える。

チャンネルを切り換える。

デジタルCS数字ボタンでチャ
ンネル番号を入力したあとに押
して、チャンネルを決定する。

チャンネルを切り換える。また
は、暗証番号などを入力すると
きに使う。

インタラクティブ放送にヘルプ
機能があるときに押すと、ヘル
プ画面を表示する。

EPG（現在番組表）を表示する。

EPG（週間番組表）を表示する。

EPG（現在番組表、週間番組
表）の番組タイトル欄、日付/時
刻欄、CH/ジャンル欄の間で
カーソルを移動する。

番組の詳しい説明を表示する。

あらかじめ設定した好みのチャ
ンネル一覧を表示する。

画面上の項目を選んだり、決定
する。

操作メニューを表示する。

予約した番組の一覧を表示する。

i.LINKのコントロールパネルを
表示する。

チャンネル表示や番組タイトル
などの画面表示を入/切する。

インタラクティブ放送で、最初
の画面に戻す。

ご注意
• デジタルCSチューナーによっては、一部のボタンが使
えないことがあります。

衛星切換ボタン

二重音声ボタン

EZパネルボタン

「デジタルCS」
にする

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

リモコンモード�
カセット�
取出し�

電 源�

3VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

Gコード／デジタルCS

Gコード予約� 設 定�

選 局�

EZパネル�
音声切換�
二重音声�

入力切換�衛星切換�

音 量� 　チャンネル�

録 画� 取消し／�
リセット�

スマート�
ファイル�

メニュー／�
予 約�

カーソル�

頭出し�
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デジタル録画したテープ
をダビングする

本機2台をi.LINKケーブルでつなぐと、デジタル録
画したテープを、D-VHSテープにデジタルでダビ
ングすることができます。ただし、ダビング中の画
像をテレビで見ることはできません。

接続する

i.LINK対応機器の接続には、付属のi.LINKケーブル
またはソニーのVMC-IL4415（1.5m）、VMC-
IL4435（3.5m）をお使いください。

ダビングする

デジタル録画したテープの内容をそのままダビング
することができます。

本機後面

本機後面

録画側�

再生側�

録画側�

再生側�

1 両方のビデオデッキにD-VHSカセットを
入れる。
ビデオの電源が自動的に入ります。

2 入力切換ボタンを押して、「デジタルCS」
を選ぶ。

録画側�

再生側�

ビデオ本体の表示窓

録画側�

4

i.LINKケーブル
（付属）

2

3
3

4
録画側�

i . L I NK�
（デジタルCSチューナー）�

S200

i . L I NK�
（デジタルCSチューナー）�

S200

とびらを�

開ける�

デジタル�CS入力切換�
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デジタル録画したテープを
ダビングする（つづき）

3 録画rボタンを押す。

再生·ボタンを押す。

4 録画が終わったら、両方の停止pボタン
を押す。

録画側�

再生側�

録 画�

録画側� 再生側�

停 止�

再 生�

ご注意
• アナログ録画した番組は、この方法でダビングすること
はできません。アナログ録画した番組をダビングするに
は、「ダビング・編集する」（ 76ページ）をご覧くだ
さい。

• 本機はDTLAのコピー・プロテクション技術に対応して
います。したがって、コピーを1回しか許可されていな
い番組は、ダビングすることはできません（デジタル

CS放送からの録画が、1回目のコピーにあたります）。
DTLAについて詳しくは、 79ページをご覧くださ
い。
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使えるテープと再生・
録画方式について

本機はD-VHS方式です。D-VHS方式で録画するに
は、D-VHSテープをお使いください。また、VHS
方式で録画するには、VHSテープも、S-VHSテー
プ、D-VHSテープも使えますが、S-VHS方式で記
録することはできません。

再生について

録画済みテープの記録方式（D-VHS/S-VHS/VHS）
と録画モード（D-VHS、VHS：標準/3倍）を自動判
別して再生します。

S-VHS方式で録画したテープも再生できますが、
S-VHS本来の解像度は得られません（簡易再生）。
本機には、デジタルからアナログへの変換の機能が
ありません。したがって、本機だけでD-VHS方式
で録画したテープを再生して見ることはできませ
ん。D-VHS方式で録画したテープを再生するに
は、デジタルからアナログへの変換機能があるデジ
タルCSチューナーなどをつなぐ必要があります。

ご注意
• 日本と違うカラーテレビ方式の外国製ビデオソフトは再
生できません。

• S-VHS方式で録画したテープをスローなど特殊再生す
ると画像が乱れることがあります。

その他

����
������
�����	
�����
ここでは、本機をご使用になる上でのご注
意や、本機が正常に動かないときに解決す
る方法などについて説明します。
また、各部のなまえや索引を使って、知り
たい情報を探すこともできます。

デ
ジ
タ
ル
録
画
・
再
生

（i.LIN
K

対
応
デ
ジ
タ
ルC

S

チ
ュ
ー
ナ
ー
）
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使用上のご注意
　

ヘッドのお手入れ－きれいな画像にするために

次のような症状が出たら、ヘッドが汚れています。
すぐに別売りの乾式クリーニングカセット（T-
25CLD、T-25CLDRなど）で、ヘッドを連続1分間
クリーニングしてください。クリーニングカセット
は、お買い上げ店やお近くのソニーショップでお求
めください。

VHSのビデオヘッドが汚れたとき
• 画像がザラついたり、不鮮明になる。
• 画像が出なかったり、灰色の画面になる。

D-VHSのビデオヘッドが汚れたとき
• 画像にモザイク状のノイズが見られる。
• 正常に録画されなくなる。
• 画像が出ない。

ヘッドを良い状態で維持するには
約20時間使ったら、ヘッドを10秒間クリーニング
してください。

汚れはじめた
とき

汚れがひどい
とき

汚れはじめた
とき

汚れがひどい
とき

録画について

D-VHSテープには、D-VHS方式またはVHS方式で
録画することができます。また、VHSテープおよび
S-VHSテープには、VHS方式で録画されます。

ちょっと一言
• 録画内容を消したくないときは、ツメを折って取りま
す。再び録画するときは、セロハンテープなどでふさい
でください。

ご注意
• S-VHSテープにD-VHS方式で正しく録画することはで
きません。再生すると、ブロックノイズや静止画になる
か、画像が出ません。

使えるテープと再生・録画方式に
ついて（つづき）

ドライバーなど　　　　ツメ
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結露（露つき）について

部屋の暖房を入れた直後など、本機内部のドラムや
テープに水滴がつくことがあります。これを結露
（露つき）といいます。そのままにしておくと、テー
プがドラムに貼りついて本機の故障やテープを傷め
る原因となります。
結露が起こると、ビデオ本体の{表示が点灯して、
本機はまったく動作しなくなったり、カセットが自
動的に出てきたりします。

結露が起きたときは
電源を入れたまま約2時間放置し、再度電源を入れ
直してからお使いください。もし何時間たっても正
常に動作しないときは、ソニーサービス窓口にご相
談ください。

テープの結露が起きたときは
テープが結露すると、カビが生えたり、ビデオヘッ
ドを傷める原因となります。このときは乾燥するま
でテープは使用しないでください。

ちょっと一言
• 画像が出るクリーニングカセットをお使いになると、

10数秒で終了のメッセージが出ることがあります。連
続1分間クリーニングするには、停止せずに、そのまま
クリーニングを続けてください。

ご注意
• クリーニングしても正常な画像に戻らないときは、繰り
返しヘッドをクリーニングします。ただし、3回以上繰
り返さないでください。それでも正常にならないとき
は、テープの録画状態がよくないか、ヘッドの摩耗が考
えられます。別のテープを再生しても、正常な画像が出
ないときは、ヘッド交換が必要なため、お買い上げ店ま
たはお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

• 湿式のクリーニングカセットは使わないでください。故
障の原因になることがあります。

ビデオテ－プについて

• 落としたり、強い振動、ショックを与えないでく
ださい。

• ムラなく巻き取り、ケ－スに入れて立てて保管し
てください。

• ご使用後のテ－プは、所定のケ－スに入れ、高温
多湿、磁気、直射日光、熱器具の近く、チリ、ホ
コリの多い場所およびカビの発生しやすい場所を
さけて保管してください。

• 磁気を持ったものを近づけないでください。大切
な記録が損なわれることがあります。

• 冷えた場所から暖かい場所に移すと、テ－プに水
滴がつくことがあります。カビが生えたり、ビデ
オヘッドを傷める原因になりますので、乾燥する
まで使用しないでください。
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m 電源プラグをコンセントに差し込む。

m テープの見える面を上にして入れる。

m 他のカセットが入っている。カセット
取出し6ボタンを押して取り出す。

m 結露が起きている。電源を入れたま
ま、ビデオ本体の{表示が消えるまで
（約2時間）待つ。

m 結露が起きている。電源を入れたま
ま、ビデオ本体の{表示が消えるまで
（約2時間）待つ。

m 結露（露つき）が起きている。電源を入
れたまま、ビデオ本体の{表示が消え
るまで（約2時間）待つ。

m 電源プラグをコンセントからはずす。
約1分後、もう1度コンセントに電源プ
ラグを差し込み、電源を入れる。

m トラッキングがずれている。トラッキ

ング$/4ボタンで調整する（ 50
ページ）。

m ビデオヘッドが汚れている。別売りの
ソニーのクリーニングカセットでヘッ

ドをクリーニングする（ 90ペー
ジ）。

m テープに傷がある。

m アンテナやテレビを正しくつなぐ

（ 9ページ）。
m メニューの「TVチャンネル合わせ」で
チャンネルを合わせる（ 22ペー
ジ）。

m 外部入力になっている（ビデオ本体の
表示窓に「L1」、「L2」または「L3」が
表示されている）。チャンネル＋/－ボ
タンを押して、テレビのチャンネルを
表示させる。

m 電波が弱い。別売りアンテナブース
ターで電波を増幅する。

m アンテナの向きを調節する。

m 画像を微調整する（ 40ページ）。
m 本機とテレビを離して設置する。

m 本機から離してアンテナ線をたばね
る。

m テレビを「テレビ」の入力に切り換え
る。または、本機のテレビ/ビデオボタ
ンを押して、ビデオ本体の「ビデオ」表
示を消す。

m チャンネル＋/－ボタンを押して、入力
1端子につないでいるときは「L1」を、
入力2端子につないでいるときは「L2」
を、入力3端子につないでいるときは
「L3」をビデオ本体の表示窓に出す。
m S映像端子を使って本機の入力3端子に
つないだ場合は、メニューの「各種設
定2」で「映像入力3」を「S映像」にす
る。S映像端子を使っていなければ「映
像」にする（ 43ページ）。

m DVDプレーヤーやビデオデッキなどで
再生しているソフトや、デジタルCS
チューナーなどで受信している信号
に、著作権保護のための信号が含まれ
ている。プレーヤーやチューナーなど
の機器を本機からはずして、テレビに
直接つなぐ。

m テレビを「ビデオ」の入力に切り換え
る。または、テレビのチャンネルを1ま
たは2（放送のないほう）にし、テレビ/
ビデオボタンを押して、ビデオ本体の
「ビデオ」表示を点灯させる。

m メニューが出ている。メニュー/予約ボ
タンを押して消す。

m 予約画面が出ている。メニュー/予約ボ
タンを押す。

m テープに何も記録されていない。

再生した画像
がチラつく、
汚ない。

ビデオで受信
しているテレ
ビ放送が映ら
ない。

ビデオで受信
しているテレ
ビ放送の画像
が汚い。

テレビのチャ
ンネルを変え
られない。

本機の入力端
子につないだ
機器の画像が
映らない。

本機につない
だ他機で再
生・受信して
いる画像がゆ
がむ。

電源

電源が入って
いるのに操作
できない。

電源が入らな
い。

カセット

カセットが入
らない。

カセットを入
れると出てく
る。

画像

ビデオの画像
が映らない。

故障かな？と思ったら

修理に出す前に、もう1度点検してください。それ
でも正常に動作しないときは、お買い上げ店または
ソニーサービス窓口、お客様ご相談センターにお問
い合わせください。
保証期間中の接続・操作・故障に関するお問い合わ
せは、テクニカルインフォメーションセンターにご
相談ください。
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m カセットが録画できない状態になって
いる。録画したいときは録画できる状

態にする（ 90ページ）。

m テレビを「テレビ」の入力に切り換え
る。または、本機のテレビ/ビデオボタ
ンを押して、ビデオ本体の「ビデオ」表
示を消す。

m 予約待機中に1時間以上の停電があり、
時計が止まったため。時計を合わせ直

す（ 24ページ）。

m 予約録画中に停電が起きて電源が切れ
たため。1時間以内に停電が回復すれば
時計は止まらず、回復時から終了時刻
まで録画される。1時間以上の停電で時
計が止まったときは、時計を合わせ直

す（ 24ページ）。
m プロ野球中継など前の番組が延長され
たため。

m 予約録画が始まる前に停電があり、回
復時から録画が行われたため。

m 予約が重なっていた（ 61ペー
ジ）。

音声

2つの音が混
ざって聞こえ
る。

再生時に音声
が途切れる。

ステレオ放送
を録画した
テープがモノ
ラルで聞こえ
る。

録画・予約・編集

録画rボタン
を押すと、
カセットが出
てくる。

裏番組録画中、
テレビでチャ
ンネルを変え
られない。

予約したのに
録画されてい
ない。

予約した内容
が途中で切れ
ている。

予約した内容
が途中から始
まっている。

m クイックタイマー録画中に停電が起き
て電源が切れたため。停電すると時間
だけが減り続ける。1時間以内に停電が
回復すれば時計は止まらず、回復時か
ら残り時間が録画される。1時間以上の
停電で時計が止まったときは、時計を

合わせ直す（ 24ページ）。

クイックタイ
マーが途中で
終わってい
る。/途中が
抜けている。

Gコード

Gコードが入
力できない。
予約内容が違
う。

m デジタルCSチューナーで本機をLINC
する（ 83ページ）。
m 入力切換ボタンを押して、「デジタル

CS」を選ぶ。

m テレビの入力をビデオをつないだ入力
に切り換える。

m デジタルCSチューナーで本機をLINC
する（ 85ページ）。
m 入力切換ボタンを押して、「デジタル

CS」を選ぶ。
m テレビの入力をビデオをつないだ入力
に切り換える。

デジタル録画・再生

デジタル録画
ができない。

デジタル録画
中に画像がテ
レビに映らな
い。

デジタル録画
した番組が再
生できない。

m 音声切換/二重音声ボタンを押す。

m テープに傷がある。

m モノラル音声が選ばれている。音声切
換/二重音声ボタンを押してステレオ音
声を選ぶ。

m モノラルビデオで録画したテープは、
常にモノラル音声になる。

m テレビとビデオをアンテナ線だけでつ
ないでいる。映像・音声入力端子付き
テレビのときは、映像・音声コードも
つなぐ。

m 間違ったGコードが入力されている。
正しいGコードを入力する。
m 間違った地域番号が設定されている。

正しい地域番号を設定する（ 23
ページ）。

m 受信している放送局が登録されていな

い。チャンネルを追加する（ 31
ページ）。

m ケーブルテレビ（CATV）は、Gコード
で予約できないことがある。時刻指定
予約をする。

m 日付がずれている。日付・時計を正し

く合わせる（ 24ページ）。
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表示

m テレビを「ビデオ」の入力に切り換え
る。または、テレビのチャンネルを1ま
たは2（放送のないほう）にし、テレビ/
ビデオボタンを押して、ビデオ本体の
「ビデオ」表示を点灯させる。

m リモコンのボタンを押さずにしばらく
たつと、メニューは自動的に消える。
始めから操作をし直す。

m 予約待機中で、カセットのツメが折れ
ている。セロハンテープなどを貼って
ツメの穴をふさぐ。

m 予約待機中で、カセットが入っていな
い。カセットを入れ、電源を切る。

m 予約待機中で、テープが終わりまで進
んでいる。録画するカセットを入れ、
電源を切る。

m 録画されていない部分は動かない。

m 時計を合わせる（ 24ページ）。
m 1時間以上の停電で時計が止まってい
る。時計を合わせ直す（ 24ペー
ジ）。

m 自己診断機能が働いている。「自己診断
表示」（ 95ページ）にしたがって対
応する。

m 予約録画中にテープが終わりまで進ん
だため。予約は取り消されている。続
けて録画する場合は、録画するカセッ
トを入れ、録画または予約する。

メニューや画
面表示が画面
に出ない。

メニューが操
作の途中で消
える。

ビデオ本体の
カセット表示
と「予約」表
示が点滅す
る。

ビデオ本体の
テープカウン
ターが動かな
い。

ビデオ本体に
「－：－－」
表示が点灯し
ている。

ビデオ本体に
{表示が出て
いる。

ビデオ本体の
「予約」表示が、
予約録画中な
のに消えてい
る。

m 乾電池が消耗している
（ 8ページ)。
m 乾電池が入っていない
（ 7ページ)。
m 本体の電源を入れる。

m リモコンを本体に向けて操作する
（ 8ページ)。
m ビデオ本体とリモコンのリモコンモー
ドが違っている。同じリモコンモード
にする（ 7ページ)。
m 予約待機中は、電源スイッチ以外は働
かない。

m 乾電池を交換すると、リモコンのテレ
ビメーカー設定はお買い上げ時の設定
に戻る。メーカー番号を合わせ直す
（ 39ページ)。

m 本機と他機のリモコンモードが同じに
なっている。本機のリモコンモードを
変える（ 8ページ)。

m チャンネルは、チャンネル＋/－ボタン
で選ぶ。Gコード/デジタルCS数字ボタ
ンはGコードを入れるとき、またはデ
ジタルCSチューナーの操作に使う。

リモコン

リモコンが働
かない。

本機のリモコ
ンで操作したら、
本機と他のソ
ニーのビデオ
デッキが同時
に動く。

リモコンのG
コード/デジ
タルCS数字
ボタンでチャ
ンネルを選ぶ
ことができな
い。

カセット表示

故障かな？と思ったら（つづき）
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保証書とアフター
サービス

本機は日本国内専用です。電源電圧や放送規格の異
なる海外ではお使いになれません。

保証書

• この製品には保証書が、添付されていますので、お買い
上げの際お買い上げ店でお受け取りください。

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切
に保存してください。

• 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
「故障かな？と思ったら」の項を参考にして、故障かどう
かを点検してください。

それでも具合の悪いときはサービスへ
お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案
内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談くださ
い。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有
料修理させていただきます。

部品の保有期間について
当社ではビデオデッキの補修用性能部品（製品の機能を維
持するために必要な部品）を製造打ち切り後最低8年間保
有しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせ
ていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所に
よっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店
か、サービス窓口にご相談ください。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。
●型名：SLD-DC1
●故障の状態：できるだけ詳しく
●購入年月日：

自己診断表示
（アルファベットや数字で始まる表示、{表示が出たら）

本機には自己診断表示機能がついています。これは
本機が正しく動作していないときに、ビデオ本体の
表示窓に数字とアルファベットの5桁の表示、また
は{表示を出してお知らせする機能です。表示に
よって、本機の状態がわかるようになっています。
詳しくは以下の表をご覧になり、各表示にあった対
応をしてください。
表示の「ππ」に入る数字またはアルファベット
は、本機の状態によって変わります。

表示 原因と対応のしかた

{

Eππππ

正常に戻らないときは、ソニーサービス窓口にご相
談ください。その際は、表示をお知らせください。

結露（露つき）が起きている。電
源を入れたまま、ビデオ本体の
{表示が消えるまで（約2時間）
待つ。

本機が正しく動作していない。
カセットを入れ直し、再度操作
し直す。
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　入・出力端子　

アンテナ入出力 VHF/UHF1軸、
75ΩＦ型コネクター

映像入力 入力1/入力2/入力3の3系統、
ピンジャック、

1Vp-p（75Ω不平衡）

映像出力 出力1/出力2の2系統、
ピンジャック、

1Vp-p（75Ω不平衡）

S映像入力 入力3の1系統、4ピンミニDIN、1Vp-p
（75Ω不平衡）
色信号：0.286Vp-p
（75Ω不平衡）

S映像出力 出力1/出力2の2系統、4ピンミニDIN、
1Vp-p（75Ω不平衡）
色信号：0.286Vp-p
（75Ω不平衡）

音声入力 入力1/入力2/入力3の3系統、
ピンジャック（左、右）
入力レベル：327mVrms
（入力インピーダンス：47kΩ以上）

音声出力 出力1/出力2の2系統、ピンジャック
（左、右）
出力レベル：327mVrms
（出力インピーダンス：10kΩ以下）

i.LINK 4ピン S200（1系統）
デジタルCSチューナー用

　電源部・その他　

電源部 AC100V、50/60Hz

消費電力 24W、12W（電源「切」時）

補助電源コンセント

非連動（最大300Ｗ）

時計方式 クォーツクロック、12時間デジタル表示

停電補償時間 1回　約1時間以内

許容動作温度 5℃ ～ 40℃

許容保存温度 －20℃ ～ 60℃

最大外形寸法 幅 435 × 高さ 105 × 奥行き 347mm
（最大突起含む）

本体質量 約 6.1kg

付属リモコン RMT-V277

電源：DC3V
単3形（R6）乾電池2個付属

付属品 7ページ参照

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する
ことがありますが、ご了承ください。

主な仕様

　システム　

録画方式 VHS ： 回転2ヘッドヘリカルスキャ
ンＦＭ方式

D-VHS ：回転2ヘッドヘリカルスキャ
ン方式

録音方式 VHS ： 回転2ヘッドハイファイステ
レオ方式（VHS従来音声ト
ラックはモノラル録音）

D-VHS ：回転2ヘッドヘリカルスキャ
ン方式

映像信号 NTSCカラー、EIA標準方式

テープ速度 VHS ： 33.4mm/秒（標準）、
11.1mm/秒（3倍）

D-VHS ： 16.67mm/秒

使用可能テープ VHS ： VHS方式/S-VHS方式/
D-VHS方式のビデオカセッ
トテープ

D-VHS ： D-VHS方式のビデオカセッ
トテープ

最大録画時間 VHS ： 標準：3時間（T-180使用時）
3倍：9時間（T-180使用時）

D-VHS ： 5時間（DF-300使用時）

早送り・巻き戻し時間

VHS ： 約2分30秒（T-120使用時）

D-VHS ：約3分（DF-300使用時）

受信チャンネル VHF：1 ～ 12チャンネル
UHF：13 ～ 62チャンネル
CATV：C13 ～ C63チャンネル
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各部のなまえ

各部の説明は（     ）内のページをご覧ください。

本体

本体のボタンはリモコンの同じ名前のボタンと同じ
働きをします。

前面

スマートファイル
センサー（67）

スマートファイルボタン
（64）

停止pボタン（45）

早送り)ボタン（45）

巻戻し0ボタン（50）

表示窓

電源スイッチ（67）

D-VHS TAPEランプ（82、84）

bit STREAMランプ（83、85）

決定ボタン（67）

カーソルV/vボタン
（67）

再生·ボタン（50）

リモコン受光部（8）

D-VHSランプ（82、84）

電源ランプ
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各部のなまえ（つづき）

チャンネル＋/－ボタン
（53）

前面（とびらを開けたとき）

標準/3倍ボタン（53）

入力切換ボタン（54）

一時停止Pボタン（45）

録画rボタン（53）

カセット取出し6ボタン（45）

入力2端子（75、77）スマートファイルボタン（64）

カーソルV/vボタン（67）

リモコンモード
スイッチ（7）

決定ボタン（67）
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後面

出力1端子（77）

VHF/UHF入出力端子
（10）

i.LINK端子（37、87）

電源コンセント（16）

電源入力端子（16）

入力1端子（15、38）

入力3端子（37、43） チャンネル切換スイッチ（15）

出力2端子（14、37）
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各部のなまえ（つづき）

本体表示窓

チャンネル表示

標準� APC3倍�

H M

ステレオ�二重音声�/デジタル�CSスマートファイル�ビデオ�残量�

午前�

午後�

ブランク�

S

ビデオ表示（15、92）

ブランク表示（65）

録画表示（53）

標準/3倍表示（53）

テープ残量表示（48）

カセット表示

予約表示（54、57）

トラッキング表示（50）

スマートファイル表示（63）

結露表示（91）

デジタルCS表示（82）

APC表示（43、103）

ステレオ/二重音声表示
（47）

テープカウンター（48）/テープ残量（48）/
予約録画時刻（54）/現在時刻表示
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押ー決定�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

リモコンモード�
カセット�
取出し�

電 源�

3VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

Gコード／デジタルCS

Gコード予約� 設 定�

選 局�

EZパネル�
音声切換�
二重音声�

入力切換�衛星切換�

音 量� 　チャンネル�

録 画� 取消し／�
リセット�

スマート�
ファイル�

メニュー／�
予 約�

カーソル�

頭出し�

巻戻し�
CM早送り�

一時停止�
早送り�

再 生�

停 止�

リモコン

リモコンのボタンは本体の同じ名前のボタンと同じ
働きをします。

カセット取出し6ボタン（45）
音声切換/二重音声ボタン
（47、86）

巻戻し0ボタン（45）

早送り)ボタン（45）

カーソルスティック
（V/v/B/b/決定）（22、56）

電源スイッチ（57）

CM早送りボタン（45）

一時停止Pボタン（45）

クリックシャトル（46、54）

リモコンモードスイッチ（7）

メニュー/予約ボタン（22、56）

Gコード/デジタルCS数字ボタン
（23、59、83、86）

Gコード予約ボタン（59）

設定/選局ボタン（59、83、86）

入力切換ボタン（54）

チャンネル＋/－ボタン（53）

EZパネルボタン（86）

衛星切換ボタン（86）

音量＋/－ボタン（40）

スマートファイルボタン（64）

停止pボタン（45）

再生·ボタン（45）

頭出し=/+ボタン（49）

録画rボタン（53）

取消し/リセットボタン（48、61、74）

テレビ/デジタルCS/ビデオスイッチ
（40、82、86）
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押ー決定�

カセット�
取出し�

電 源�

3

リモコンモード�

VTR2 デジタルCS

ビデオ�テレビ�

録 画� 取消し／�
リセット�

スマート�
ファイル�

メニュー／�
予 約�

カーソル�

頭出し�

CM早送り�
巻戻し�

早送り�
一時停止�

ヘルプ� 衛星切換� 現在番組� 週間番組�日付／ジャンル�

もとへ� i. LINK 予約一覧� 好み一覧� 番組説明�

画面表示�
カウンター／�
残量�

テレビ／�
ビデオ� 入力切換�

自動／手動� ノーマル／スロー�

静止画調整�

トラッキング�
標準／3倍�  チャンネル�

再 生�

停 止�

ふたを�

開ける�

ふたを開けたとき

テレビ/ビデオボタン
（15、92）

標準/3倍ボタン（53）

カウンター/残量ボタン（48）

チャンネル＋/－ボタン
（53）

デジタルCSチューナー用
ボタン（86）

ヘルプボタン
もとへボタン
衛星切換ボタン
現在番組ボタン
週間番組ボタン
日付/ジャンルボタン
i.LINKボタン
予約一覧ボタン
好み一覧ボタン
番組説明ボタン

トラッキング調整用ボタン（50）
自動/手動ボタン
ノーマル/スロー/静止画調
整$/4ボタン

画面表示ボタン（48）

入力切換ボタン（54）

各部のなまえ（つづき）
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　ナ行　

ノーマル音声
ハイファイでないVHSビデオで
録画・再生するときやアフレコ機
能のあるVHSビデオでアフレコ
するときに使われるモノラル音声
です。

　ハ行　

ハイファイ音声
ハイファイビデオ（本機など）で
再生したときに聞こえる高品質な
ステレオ音声です。

表示チャンネル
ビデオで放送局を選ぶとき表示さ
れるチャンネルです。お好きな番
号に変更することができます。

ヘッド
テープに信号を記録したり、テー
プから信号を読みとる部分です。
美しい画像を楽しむために定期的
にクリーニングしてください。

　ヤ行　

予約待機
予約をすると、ビデオ本体の「予
約」表示が点灯します。これが予
約待機（予約録画待ち）の状態で
す。予約した時間になると自動的
に録画が行われます。録画開始時
刻に電源が入っていると、録画が
行われません。

　ラ行　

リモコンモ－ドスイッチ
2台以上のソニ－のビデオデッキ
を使うとき、操作したいデッキだ
けが反応するようにリモコンの信
号を切り換えるスイッチです。ビ
デオ本体とリモコンのリモコンモ
－ドが合っていないと、リモコン
では操作できません。

用語解説

五十音順

　カ行　

ガイドチャンネル
ジェムスター社が各放送局に割り
当てている識別番号です。

結露（露つき）{
暖房を入れて室温が急に上がった
ときなどに、本機のドラムやテー
プに水滴が付くことです。テープ
がドラムに貼り付いて故障の原因
になります。電源を入れたままビ
デオ本体の{表示が消えるまで1
時間以上待ってください。

　サ行　

受信チャンネル
ビデオが放送局を受信したときの
チャンネルです。通常は新聞や雑
誌のテレビ欄に掲載されている各
放送局の番号と同じです。本機で
は、チャンネルの設定を自動で
行ったときに設定されます。

　タ行　

デジタルCS放送
通信衛星を使ったCS放送の一種
です。従来のアナログCS放送と
は違い、映像や音声をデジタル化
することにより、大量の情報を扱
うことができます。これにより、
多チャンネルの放送を高画質・高
音声で楽しむことができます。デ
ジタルCS放送を受信するには、
専用のチューナーとアンテナが必
要です。

CSはCommunication Satellite
（コミュニケーション・サテライ
ト）の略です。

トラッキング
テープに記録された信号をなぞっ
て読みとるようにすることです。
ずれると再生時に画像がチラつい
たり、雑音が入ったりします。

アルファベット順

APC
他機で録画したVHSテープの再
生・録画やレンタルビデオの再生
を、テープやヘッドの状態を自動
的に判断して、最適な画質にしま
す。本機ではメニューで「APC」
を「切」にしない限り常にはたら
きます。
APCはAdaptive Picture
Control（アダプティブ・ピク
チャー・コントロール）の略で
す。

bit STREAM
デジタルCS放送などで、すでに
圧縮やスクランブルなどの加工を
されたデジタル信号のことです。

CATV
契約者と放送局をケーブルで直接
結んで番組を提供する有線放送の
ことです。通常のテレビ番組や
BS放送に加え、スポーツや映画
の専門チャンネル、地域情報番組
や文字放送などを見ることができ
ます。

CATVはCable Television
（ケーブル・テレビジョン）の略
です。

Gコード
一部の新聞や雑誌のテレビ欄で、
各番組の末尾にのっている、番組
を予約するための番号です。



Printed in Japan

　タ行　

ダビング　76
地域番号 18、23
チャンネルとばし　35
ツメ　54、58、90
停止 45
テープカウンター　48
テープ残量 48
デジタル再生 84
デジタル録画 82
ダビング 87

電源コード　16
電源コンセント　16
時計合わせ　24
トラッキング　50、103
「TVチャンネル合わせ」

自動チャンネル合わせ 22
手動チャンネル合わせ 27

　ナ行　

二か国語放送　47
ノーマル音声 103

　ハ行　

ハイファイ音声 103
早送り 45
ビデオを見る 44、75
表示チャンネル　18、28、103
標準　53、89
ヘッド　90、103
編集　76

　マ行　

巻き戻し 45
メーカー設定 39

　ヤ行　

予約　56
確認　60
取り消し　60
変更　60
Gコード予約 58

「予約設定/確認」 56、61
予約待機 57、103

　ラ行　

リモコン　7、40、86
リモコン乾電池交換 7
リモコンモード　7、103
録画　52
録画モード 53

アルファベット順

APC　43、103
BSチューナー内蔵テレビ
の接続　15
を使ったBSの予約　57
を使ったBSの録画　53

CATV 38、103
CMとばし　45
D-VHS　5、82、89
Gコード　18、58、103
Gコード設定 22
i.LINK 79
i.LINK対応デジタルCSチューナー

36、79
LINCする 81
「L1」、「L2」、「L3」　78
S-VHS 44、89
VHS　44、89

索引

五十音順

　ア行　

頭出し　49
アンテナ切りかえ　15、43
一時停止　45
裏番組　53
オートプレイ　50
音声切り換え　47

　カ行　

ガイドチャンネル 18、33、103
外部入力　75、77
カウンター　48
「各種設定1」　43
「各種設定2」 43
画面表示　48
クイックタイマー　54
クリーニングカセット　90
ケーブルテレビ 38
ゲームをする 76
結露　91、103

　サ行　

再生　44
スロー　46
2倍速　46

再生・録画方式　89
3倍　53、89
「時刻合わせ」　24
自己診断表示　95
ジャストクロック　25
受信チャンネル　18、28、103
ステレオ放送　47
スマートファイル　62
頭出し　66
番組情報の確認　63
番組情報の消去　74
番組の一覧表示　67
録画　64

Gコード（又はG-CODE）は、ジェムスター社の登録
商標です。

Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに
基づいて生産しています。

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレク�
 トロニクスとエンターテインメントのホームページです。�

保証期間中の接続・操作・故障に関するお問い合わせは�
テクニカルインフォメーションセンターへ��

フリーダイヤル　0120-88-9374��
受け付け時間　午前9時～午後5時（年末、年始、祝日を除く毎日）��
ご購入の初期に不具合がみつかった場合、必要に応じて、�
ご希望の日時に引き取り修理または交換品のお届けをいたします。�


