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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「接続と準備」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「接続と準備」および別冊の取扱説明書、「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。

接続と準備
お買い上げいただきありがとう
ございます。

はじめにお読みください。
操作については別冊の取扱説明
書をご覧ください。

Video Cassette Recorder
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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
• 録画するとき
　著作権保護のための信号が記録されているソフト
を録画することはできません。
　著作権保護のための信号が記録されている放送を
予約録画すると、録画動作は行われますが、映
像・音声信号は記録されません。
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。

• 再生するとき
　著作権保護のための信号が記録されているソフト
を本機で再生して他機で録画する場合、記録が制
限されることがあります。

• 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。

次のようなことはできません
ー市販のビデオソフト/レンタルビデオの編集・ダ
ビング
ーDVとVHSで同時に同じ外部入力を録画する
ーDVとVHSで同時にBS放送を録画する
ーWV-DR7/WV-DR5：DVとVHSで同時にテレビ
放送を録画する
ーBS放送の録画中に別のBS放送を見る・録画する
ーWV-DR7/WV-DR5：テレビ放送の録画中に別の
テレビ放送を見る・録画する
ーDV入力/出力端子からテレビ放送やBS放送、入力
端子につないだ機器の信号、VHSの再生信号など
を出力する
ーDV入力/出力端子につないだ機器からVHSに録画
する
ーDV入力/出力端子と、i.LINK対応デジタルCS
チューナーやD-VHSビデオデッキなどのi.LINK
端子をつないで録画する・再生する

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。

・i.LINKとi.LINKロゴ“ ”は商標です。



3

目次

接続と準備の流れ ...................................................4

手順1：付属品を確かめる ......................................4

手順2：リモコンを準備する ...................................5

手順3：アンテナとテレビにつなぐ ........................7

手順4：BSアンテナをつなぐ .............................. 14

手順5：電源コードをつなぐ ................................ 17

手順6：接続の確認をする ................................... 18

手順7：チャンネルを自動で合わせる
　（自動チャンネル合わせ）.................................. 20

手順8：時計を合わせる ....................................... 21

手順9：Gコードの設定をする ............................ 23

手順10：チャンネルとGコードの設定の
　確認をする ........................................................ 30

チャンネルの番号をテレビに合わせる ................ 32

Gコード予約できる放送局を追加する ................ 35

不要なチャンネルをとばす .................................. 38

デコーダーやケーブルテレビなどをつなぐ ......... 41

デジタルCSチューナーをつなぐ ......................... 44

リモコンで各社のテレビを操作する .................... 45

受信状態を調整する ............................................. 46

お買い上げ時の設定を変える .............................. 47

操作音を鳴らす .................................................... 51

索引 ................................................................裏表紙

この「接続と準備」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。
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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）

DV用クリーニングカセット（1本）

接続と準備
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）

接続と準備の流れ

手順1～10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 4ページ

手順2：リモコンを準備する 5ページ

手順3：アンテナとテレビにつなぐ 7ページ

手順4：BSアンテナをつなぐ 14ページ

手順5：電源コードをつなぐ 17ページ

手順6：接続の確認をする 18ページ

手順7：チャンネルを自動で合わせる
            （自動チャンネル合わせ）  20ページ

手順8：時計を合わせる     21ページ

手順9：Gコードの設定をする 23ページ

手順10：チャンネルとGコードの設定の
　　　　 確認をする 30ページ
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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#極側から電池を入れ
てください。

3と#の向きを正しく

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。

リモコン受光部

DV VHS

カセット�
取出し�

電 源�テレビ／�
ビデオ�

�
画面表示�

カウンター／�
残量�リモコンモード� 入力切換�

音量� チャンネル�

電源�
テレビ�

チャンネル�

DVデータ表示�

録画� X2スロー� 取消し／リセット�

VHSDV

メニュー／予約�
CMカット／�
CM早送り�

一時停止�

再生�巻戻し� 早送り�

予約録画�
入／切�

入力切換� 音声切換�
標準／3倍�
SP／LP お帰りなサーチ� ワイド切換�

DVサーチ選択�

頭出し�

DVタイトル�

付属されているリモコンは、本機の専用リモコン
です。従来のソニー製ビデオデッキに使用するこ
とはできません。
ただし、下記に記載する機種については、本機の
リモコンで基本操作（再生、停止、一時停止、早
送り、巻戻し）が可能です。
ーWV-BW3 ーWV-H6 ーSLV-FX11
ーWV-D700 ーSLV-BX9 ーSLV-R100
ーWV-D9000 ーSLV-BX11 ーSLV-R150
ーWV-D10000 ーSLV-FT5 ーSLV-R300
ーWV-DR5 ーSLV-FT10 ーSLV-R350
ーWV-DR7 ーSLV-FT11 ーSLV-R500
ーWV-DR9 ーSLV-FX9 ーSLV-R550
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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。

ちょっと一言
• ビデオ本体のリモコンモードを「OFF」にすると、リモ
コンの操作を受け付けなくなります。

• 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。

• リモコン表示窓にr表示が出たら、リモコンの乾電池
が消耗しています。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、リモコンモードお
よびテレビのメーカー番号（ 45ページ）を合わせ直
してください。

リモコンモード� VTR
2

リモコンモード�

VTR
2

ビデオ本体

t

リモコン表示窓

ビデオ本体の表示窓

リモコン

リモコンおよびビデオ本体のリモコン
モードボタンをそれぞれ押して、リモコ
ンモードを選ぶ。
リモコンモードボタンを押すたびに、次のよ
うに切り換わります。

VTR1 t VTR2 t…t VTR6 t OFF
（ビデオ本体のみ）2台以上のソニーのビデオデッキを使

う

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「VTR3」以外に設定
します。
本機はお買い上げ時には、リモコン、ビデオ本体と
も「VTR3」になっています。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。
リモコンモードの設定は、「手順5：電源コードをつ
なぐ」（ 17ページ）が終わってから行ってくださ
い。

リモコンモードボタン

カセット�
取出し�

電 源�テレビ／�
ビデオ�

�
画面表示�

カウンター／�
残量�リモコンモード� 入力切換�

音量� チャンネル�

電源�

チャンネル�

DVデータ表示�

テレビ�予約録画�
入／切�

入力切換� 音声切換�
標準／3倍�
SP／LP お帰りなサーチ� ワイド切換�

DVサーチ選択�

頭出し�

とびらを�

開ける�

リモコンモードボタン
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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（ 8ページ）
2 映像・音声コードをつなぐ（ 12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（ 8ページ）
2 チャンネル切換スイッチを合わせる（ 13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）

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

本機

壁のアンテナ端子へ

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。

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。

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。

VHF/UHF

入力�

（アンテナから）�

（テレビへ）�

出力�

本機後面

入力端子へ

出力端子へ

同軸ケーブル
（付属）

アンテナ端子へ

テレビ

VHF/UHF

入力�

（アンテナから）�

（テレビへ）�

出力�

本機後面

同軸ケーブル
（付属）

アンテナ混合器
（別売りEAC-68など）

入力端子へ

VHF/UHF分波器
（別売りEAC-44Aなど）

出力端子へ

テレビ

Bフィーダー線＋
プラグ付き
同軸ケーブル
のとき

•フィーダー線を
つなぐ
（ 10ページ）

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（ 11
ページ）をご覧く
ださい。
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アンテナ混合器
（別売りEAC-68など）

入力端子へ

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。

VHF/UHF

入力�

（アンテナから）�

（テレビへ）�

出力�

Cプラグなし
同軸ケーブル
のとき

•同軸ケーブルの
先を加工する
（ 10ページ）

アンテナコネクター
（別売りEAC-29A
など）

本機後面

同軸ケーブル
（付属）

出力端子へ

先を加工する

アンテナ端子へ
テレビ

VHF/UHF

入力�

（アンテナから）�

（テレビへ）�

出力�

Dフィーダー線＋
プラグなし
同軸ケーブル
のとき

•同軸ケーブルの
先を加工する
（ 10ページ）

•フィーダー線を
つなぐ
（ 10ページ）

本機後面

同軸ケーブル
（付属）

アンテナコネクター
（別売りEAC-29Aなど）

入力端子へ

アンテナ端子へ
テレビ

出力端子へ

VHF/UHF分波器
（別売りEAC-44Aなど）

先を加工する
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手順3：アンテナとテレビにつなぐ
（つづき）

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。

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

VHF/UHF

入力�

（アンテナから）�

（テレビへ）�

出力�

Eフィーダー線
＋フィーダー線
のとき
UHF

VHF

•フィーダー線を
つなぐ
（ 10ページ）

アンテナ混合器
（別売りEAC-68など）

アンテナコネクター
（別売りEAC-35Bなど）

本機後面

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

出力端子へ

入力端子へ

アンテナ端子へ

テレビ

フィーダー線

アンテナコネクター
（別売りEAC-35Bなど）

UHF

VHF

または



11

ちょっと一言
• BS放送の受信電波が弱くノイズが出るときは、別売り
のサテライト（BS）ブースター（BO-BC20など）を本
機と壁のVHF/UHF/BS端子の間につないでください。

• サテライト（BS）分配器を使って複数のBS機器をつな
ぐときは、サテライト（BS）分配器の取扱説明書もご
覧ください。

BS-IF入力端子には専用のケーブルをつないでくだ
さい
サテライト（BS）用同軸ケーブル以外のケーブルをBS-IF
入力端子に絶対つながないでください。BS-IF入力端子か
らはBSコンバーター用の電源が供給されているため、専
用のケーブルをつながないとショートして火災などの事
故の原因となることがあります。
推奨ケーブル

• 室内用：EAC-S310/S320/S330/S350/S3100など
• 室外用：SAK-C10/C20/C30など

本機後面

     BS-IF

入�切�

DC 15V最大4W

VHF/UHF

（アンテナから）�

（テレビへ）�

出力�

入力�

（BSアンテナから）�

同軸ケーブル
（別売り）

WOWOWや
St.GIGAをご利用
になるときは、「デ
コーダーやケーブ
ルテレビなどをつ
なぐ」（ 41ペー
ジ）もあわせてご
覧ください。

サテライト（BS）
用同軸ケーブル
（室内用：
別売り）

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）

サテライト（BS）/
UV混合分波器
（別売りEAC-
BCUVなど）*

BS-IF
入力端子へ

BS側

VHF/UHF側

入力端子へ

* 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。

同軸ケーブル
（付属）

出力端子へ

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）

テレビのコンバーター用
電源も「切」にします。

コンバーター用電源を
「切」にする

BS-IF出力端子へ

テレビがBSチューナー内蔵
のとき
この接続をするとテレビのBS
チューナーも使えます。本機で

BS放送を録画し、テレビでBS
を見るときなどに便利です。

サテライト（BS）用同軸ケーブル
（室内用：別売り）

テレビの
BS-IF入力端子へ
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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
• テレビは本機の出力2端子につないでください。メ
ニューやテープ走行表示などが見られます。

• メニューの「各種設定」の「一般設定1」（WV-DR5は「一
般設定」）の「アンテナ切りかえ」は「手動」のままにして
おきます（ 48ページ）。「自動」にすると再生のあと
テレビを見るときに、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。

手順3：アンテナとテレビにつなぐ
（つづき）

映像� S映像�

（黄）�（黒）�（白）�（赤）�

出力2�
（画面表示有）�
（テレビへ）�

ビデオ�
入力�

音声（右）�音声（左）�

（白）�（赤）�

映像�

（黄）�

S映像�

（黒）�

音声　�左　�右�

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映像コード
（付属）
（S映像端子付き
のテレビをつなぐ
とき）

l：映像・音声信号の流れ

本機後面

テレビ

映像・
音声コード
（付属）

壁のアンテナ端子へ

アンテナ線（同軸ケーブル）
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CH1

CH2

チャンネル�
切 換�

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、メニューの「各種設定」の「一般設定1」
（WV-DR5は「一般設定」）で「アンテナ切りかえ」
を「自動」にしてください（ 48ページ）。

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（ 8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。

壁のアンテナ端子へ アンテナ線（同軸ケーブル）

本機後面

テレビ
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BS-IF

入�切�

DC 15V最大4W

（BSアンテナから）�

手順4：
BSアンテナをつなぐ

BSアンテナをビデオに直接つなぐ方法です。マン
ションの共同受信システムなどでVHF/UHF/BS混
合のときは、 11ページをご覧ください。
WOWOWやSt.GIGAをご利用になるときは、「デ
コーダーやケーブルテレビなどをつなぐ」（ 41
ページ）もあわせてご覧ください。

コンバーター用電源を「入」にする
BSアンテナのコンバーターに電源を供給するために、
「入」にします。

テレビのコンバーター用電源は「切」にします。

BS-IF
入力端子へ

サテライト（BS）用同軸ケーブル
（防水型：別売り）

テレビがBSチューナー内蔵の
とき
この接続をするとテレビのBS
チューナーも使えます。本機でBS
放送を録画し、テレビでBSを見る
ときなどに便利です。

BSアンテナへ

テレビのBS-IF入力端子へ

本機のBS-IF
出力端子へサテライト（BS）

用同軸ケーブル
（室内用：別売り）

BS-IF入力端子には専用のケーブルをつないでくだ
さい
サテライト（BS）用同軸ケーブル以外のケーブルをBS-IF
入力端子に絶対つながないでください。BS-IF入力端子か
らはBSコンバーター用の電源が供給されているため、専
用のケーブルをつながないとショートして火災などの事
故の原因となることがあります。
推奨ケーブル

• 室内用：EAC-S310/S320/S330/S350/S3100など
• 室外用：SAK-C10/C20/C30など

ちょっと一言
• BS放送の受信電波が弱くノイズが出るときは、別売り
のサテライト（BS）ブースター（BO-BC20など）を本
機とBSアンテナの間につないでください。

• サテライト（BS）分配器を使って複数のBS機器をつな
ぐときは、サテライト（BS）分配器の取扱説明書もご
覧ください。

本機後面
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BSアンテナの向きを調節する

BSアンテナをご自分で設置するときや画像の映り
が悪いときは、アンテナの向きを調節します。調節
には2人必要です。1人がテレビ画面の画像とレベル
表示を見て、もう１人がそのレベル表示が最大にな
るようにBSアンテナを動かして調節します。

1つのBSチャンネルで調節すれば、他のBSチャン
ネルの調節は不要です。調節する前に、電源コード
をつないでください（「手順5：電源コードをつな
ぐ」 17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 BSアンテナを南南西の方位に仰角約45˚

を目安として設置する。
仰角は、アンテナの仰角目盛で合わせます。
南南西で仰角約45˚の方向に、木や建物など
の障害物がない場所を選んでください。

方位および仰角は地域により異なります。

BSアンテナが衛星の方向から少しでもずれて
いると、電波を受信することができません。
設置場所や向きなど、詳しくはBSアンテナの
取扱説明書をご覧ください。

2

5,6

4,10

BSアンテナの設置には技術が必要なため、お買
い上げ店などに依頼することをおすすめします。

7

���
もう少し�
アンテナ�
動かして�

レベルは�
どう？� 26 35

�
タイマー予約�

午前／午後� 毎週� 戻し� 転送�

標準／3倍�
SP／LP 入力切換�

ビデオ�
チャンネル�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0
TV／独立� TVメーカー設定�

Gコード予約�

日� 月� 火�

水� 木� 金�

土� 月ー金� 月ー土�

日ー土�

録画� X2スロー� 取消し／リセット�

VHSDV

メニュー／予約�
CMカット／�
CM早送り�

一時停止�

停止�

再生�

決定�

巻戻し� 早送り�

DVタイトル�

カセット�
取出し�

電 源�テレビ／�
ビデオ�

�
画面表示�

ふたを�

開ける�

衛星�

水平線�

仰角   �
約45°

南�

東�西�

北�

衛星�
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7 ビデオチャンネル＋/－ボタンで、BS7ま
たはBS11チャンネルを選ぶ。

8 テレビにBS放送の画像が出るように、
BSアンテナを動かす。
BS放送の画像がテレビに映った状態で、「最
大レベル」の数字がより大きくなるようにしま
す。20以下では受信できないことがありま
す。

• BS放送の受信電波が弱くノイズが出るとき
は
別売りのサテライト（BS）ブースター（BO-
BC20など）を本機とBSアンテナの間につ
ないでください。

9 「レベル」と「最大レベル」の数字が一致ま
たは一番近づいたところで、アンテナを
固定する。
「レベル」が変わらないことを確認しながら、
アンテナを固定します。

10 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4からやり直してください。

4 メニュー/予約ボタンを押す。

5 V/vで「チャンネル/BS設定」を選び、決
定ボタンを押す。

6 V/vで「BSアンテナレベル表示」を選
び、決定ボタンを押す。

BSチャンネル

手順4：BSアンテナをつなぐ
（つづき）

テレビ画面

メニュー�

予約設定／確認�

時刻合わせ�

予約録画の設定と予約�

内容の表示を行います�

カセットメモリー消去�

Ｇコード設定�

チャンネル／ＢＳ設定�

各種設定�

で選び、決定で決定　止めたいときはメニュー�

メニュー／予約　　　　�

チャンネル／ＢＳ設定�

ＢＳチャンネル設定�

ＢＳアンテナレベル表示�

ＴＶチャンネル合わせ�

止めたいときはメニューを押してください�

再生�

決定�

で選び、決定を押してください�

ＢＳアンテナレベル表示�

２６�

レベル�

チャンネルで受信チャンネルを選び、�

レベルが最も大きくなる向きにアンテナを�

設定してください�

最大レベル�

２８�

止めたいときはメニューを押してください�

ＢＳ７�

再生�

決定�

ビデオ�
チャンネル�

ＢＳアンテナレベル表示�

２６�

レベル�

チャンネルで受信チャンネルを選び、�

レベルが最も大きくなる向きにアンテナを�

設定してください�

最大レベル�

２８�

止めたいときはメニューを押してください�

ＢＳ７�

ＢＳアンテナレベル表示�

２６�

レベル�

チャンネルで受信チャンネルを選び、�

レベルが最も大きくなる向きにアンテナを�

設定してください�

最大レベル�

３５�

止めたいときはメニューを押してください�

ＢＳ７�
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手順5：
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200Wを超える機器
はつながないでください。
また、メニューの「各種設定」の「一般設定1」
（WV-DR5は「一般設定」）の「電源コンセント」
で、以下の切り換えができます（ 48ページ）。
•「連動」：つないだ機器の電源を本機の電源の入/
切と同時に入/切する。

•「非連動」：本機の電源の入/切に関係なく、つな
いだ機器に常に電源を供給する。

本機後面

電源入力端子へ

壁のコンセントへ
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入力切換�

入力 1

手順6：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。

3,4

3

3 • 録画してあるカセットがあるとき
1 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H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
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。

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

タイマー予約�

午前／午後� 毎週� 戻し� 転送�

標準／3倍�
SP／LP 入力切換�

ビデオ�
チャンネル�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0
TV／独立� TVメーカー設定�

Gコード予約�

日� 月� 火�

水� 木� 金�

土� 月ー金� 月ー土�

日ー土�

録画� X2スロー� 取消し／リセット�

VHSDV

メニュー／予約�
CMカット／�
CM早送り�

一時停止�

停止�

再生�

決定�

巻戻し� 早送り�

DVタイトル�

カセット�
取出し�

電 源�テレビ／�
ビデオ�

�
画面表示�

ふたを�

開ける�

再生�

決定�

テレビ画面

ビデオ本体の表示窓
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こんなときは

テレビ番組が映らない。
t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（ 8～11
ページ）。

t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（ 8～11ページ）。

t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。
t電源コードを正しくつないでください（ 17
ページ）。

リモコンで操作できない。
t乾電池の3と#を正しい向きで入れてください
（ 5ページ）。

tリモコンモードを確認してください（ 6ペー
ジ）。

4 BSアンテナをつないだときは、入力切換
ボタンを押して、BSチャンネルを選ぶ。
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 t BSチャンネル t 入力1 t
入力2 t DV入力（DVのみ）

テレビ画面にBS放送の番組が映れば、BSア
ンテナは正しく接続されています。

正しく接続されているときは、続いて「手順

7：チャンネルを自動で合わせる」（ 20
ページ）をご覧ください。

ビデオ本体の表示窓

再生画像が映らない、または音声が聞こえない。
tテレビに映像・音声入力端子があるときは、本機
の出力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（ 12ページ）。

t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（ 13
ページ）。そのあと、テレビ/ビデオボタンを押し
て、ビデオ本体の「ビデオ」表示を出してくださ
い。

t映像・音声コードおよびS映像コードのプラグを
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。
tテレビに映像・音声入力端子があるときは、本機
の出力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（ 12ページ）。

t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（ 13
ページ）。

t映像・音声コードおよびS映像コードのプラグを
端子にしっかりと差し込んでください。

BS放送の番組が映らない。
t本機のBS-IF入力端子にBSアンテナをつないでく
ださい（ 11、14ページ）。

tBSアンテナの向きを調節してください（ 15
ページ）。

tBSアンテナを直接本機につないでいるときは、
BSアンテナのコンバーターに電源を供給するた
めに、本機のコンバーター用電源を「入」にして
ください（ 14ページ）。このとき、テレビの
コンバーター用電源は「切」にします。

tマンションなどの共同受信システムなどでBSア
ンテナをつないでいるときは、本機のコンバー
ター用電源を「切」にしてください（ 11ペー
ジ）。

入力切換�

BS
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手順7：チャンネルを自動
で合わせる（自動チャンネル合わせ）

受信できるVHF放送とUHF放送を自動的に設定し
ます。放送のある時間帯に行ってください。BS放
送はお買い上げ時に設定されていますので、チャン
ネル合わせは必要ありません。

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

2

4,5,6

テレビ画面

点滅する

4 V/vで「チャンネル/BS設定」を選び、決
定ボタンを押す。

5 V/vで「TVチャンネル合わせ」を選び、決
定ボタンを押す。

6 V/vで「チャンネル合わせ」を選び、B/bで
「自動」にし、決定ボタンを押す。
自動的にチャンネル合わせを始めます。終わ
ると、メニュー画面が消えます。

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。

カセット�
取出し�

電 源�テレビ／�
ビデオ�

�
画面表示�

カウンター／�
残量�リモコンモード� 入力切換�

音量� チャンネル�

電源�

チャンネル�

DVデータ表示�

録画� X2スロー� 取消し／リセット�

テレビ�

VHSDV

メニュー／予約�
CMカット／�
CM早送り�

一時停止�

停止�

再生�

決定�

巻戻し� 早送り�

予約録画�
入／切�

入力切換� 音声切換�
標準／3倍�
SP／LP お帰りなサーチ� ワイド切換�

DVサーチ選択�

頭出し�

DVタイトル�

メ ニ ュー�

予約設定／確認�

時刻合わせ�

予約録画の設定と予約�

内容の表示を行います�

カセットメモリー消去�

Ｇコード設定�

チャンネル／ＢＳ設定�

各種設定�

で選び、決定で決定　止めたいときはメニュー�

メニュー／予約　　　　�

チャンネル／ＢＳ設定�

ＢＳチャンネル設定�

ＢＳアンテナレベル表示�

ＴＶチャンネル合わせ�

止めたいときはメニューを押してください�

再生�

決定�

で選び、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� ６�

チャンネル合わせ�

一般放送�

自動�

受信する放送� ＣＡＴＶ�

手動�

止めたいときはメニューを押してください�

で選び、� で設定してください�

再生�

決定�

ＴＶチャンネル合わせ�

自動チャンネル合わせ中です�

始め�

表示チャンネル� １２�

終わり�

チャンネル合わせ�

一般放送�

自動�

受信する放送� ＣＡＴＶ�

手動�

再生�

決定�
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テレビ画面

手順8：
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。

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 V/vで「時刻合わせ」を選び、決定ボタン
を押す。

5 B/bで項目を選び、V/vで合わせる。
年、月、日、時、分を順に合わせていきま
す。

6 時報と同時に決定ボタンを押す。
「時計を自動補正する」（ 22ページ）の手
順1の画面が出ます。

•自動補正するとき
「時計を自動補正する」（ 22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
B/bでジャストクロックの「しない」を選
び、決定ボタンを押します。

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

カセット�
取出し�

電 源�テレビ／�
ビデオ�

�
画面表示�

カウンター／�
残量�リモコンモード� 入力切換�

音量� チャンネル�

電源�

チャンネル�

DVデータ表示�

録画� X2スロー� 取消し／リセット�

テレビ�

VHSDV

メニュー／予約�
CMカット／�
CM早送り�

一時停止�

停止�

再生�

決定�

巻戻し� 早送り�

予約録画�
入／切�

入力切換� 音声切換�
標準／3倍�
SP／LP お帰りなサーチ� ワイド切換�

DVサーチ選択�

頭出し�

DVタイトル�

メ ニ ュー�

予約設定／確認�

時刻合わせ�

予約録画の設定と予約�

内容の表示を行います�

カセットメモリー消去�

Ｇコード設定�

チャンネル／ＢＳ設定�

各種設定�

で選び、決定で決定　止めたいときはメニュー�

メニュー／予約　　　　�

時刻合わせ�

金曜日�１９９９／１／１� 午前�

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�

で選び、� で設定して、決定を押してください�

０：００�

再生�

決定�

時刻合わせ�

火曜日�１９９９／１２／２８� 午後�

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�

で選び、� で設定して、決定を押してください�

６：００�

再生�

決定�

ジャストクロック�

N H K 教 育テレビ�

する�

３チャンネル�

ジャストクロック� しない�

止めたいときはメニューを押してください�

で選び、� で設定して、決定を押してください�

再生�

決定�
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時計を自動補正する
（ジャストクロック）

NHK教育テレビの正午の時報を読みとり、本機の
時計を補正します（ただし、正午に時報が送信され
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。

「時計を合わせる」（ 21ページ）の手順6のあと、
右の手順1の画面が出ます。「時計を合わせる」の手
順をとばして右の画面を出したいときは、メニュー
で「時刻合わせ」を選び、決定ボタンを2回押しま
す。

1 B/bでジャストクロックの「する」を選
ぶ。

2 V/vで「NHK教育テレビ」を選び、B/bで
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
50チャンネルのときは、ここを「50」に
する

3 決定ボタンを押す。
メニューが消えます。

ご注意
• 正午に時報を読みとるとき、本機の電源が入っていると
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。

手順8：時計を合わせる（つづき）

1,2,3

テレビ画面

カセット�
取出し�

電 源�テレビ／�
ビデオ�

�
画面表示�

カウンター／�
残量�リモコンモード� 入力切換�

音量� チャンネル�

電源�

チャンネル�

DVデータ表示�

録画� X2スロー� 取消し／リセット�

テレビ�

VHSDV

メニュー／予約�
CMカット／�
CM早送り�

一時停止�

停止�

再生�

決定�

巻戻し� 早送り�

予約録画�
入／切�

入力切換� 音声切換�
標準／3倍�
SP／LP お帰りなサーチ� ワイド切換�

DVサーチ選択�

頭出し�

DVタイトル�

ジ ャ ストクロック�

N H K 教 育テレビ�

する�

３チャンネル�

ジャストクロック� しない�

止めたいときはメニューを押してください�

で選び、� で設定して、決定を押してください�

再生�

決定�

ジャストクロック�

する�

５０チャンネル�

しない�

止めたいときはメニューを押してください�

でチャンネルを合わせて、決定を押してください�

N H K 教 育テレビ�

ジャストクロック�

再生�

決定�
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現在お住まいの地域

　札幌　01

地域番号
「地域番号を入れる」

の手順5（ 28ペー
ジ）で入れる番号

手順9：Gコードの
設定をする

Gコードで予約するには、お住まいの地域の地域番号
を入れて、Gコードの設定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Gコード予約できる
チャンネルを設定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「Gコード地域番
号・放送局表」から選んでください。そのあと、「地
域番号を入れる」（ 28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、「地域番号を入れる」（ 28
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。
「Gコード予約できる放送局を追加する」（ 35
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。「チャンネルの番号をテレビに合わせる」
（ 32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、表の中の表示チャンネル
が違う。「チャンネルの番号をテレビに合わせる」
（ 32ページ）

Gコード地域番号・放送局表
お住まいの地域の地域番号と、その地域番号でG
コード予約できる放送局を一覧表にしています。

80→03（NHK総合） 90→12（NHK教育）
札幌 01 01→01（北海道放送） 05→05（札幌テレビ）

35→35（北海道テレビ） 27→27（北海道文化放送）
17→17（テレビ北海道）
80→09（NHK総合） 90→02（NHK教育）

旭川 48 01→11（北海道放送） 05→07（札幌テレビ）
35→39（北海道テレビ） 27→37（北海道文化放送）
17→33（テレビ北海道）
80→09（NHK総合） 90→02（NHK教育）

北見 49 01→53（北海道放送） 05→07（札幌テレビ）
35→61（北海道テレビ） 27→59（北海道文化放送）
80→04（NHK総合） 90→12（NHK教育）

帯広 50 01→06（北海道放送） 05→10（札幌テレビ）
35→34（北海道テレビ） 27→32（北海道文化放送）
80→09（NHK総合） 90→02（NHK教育）

釧路 51 01→11（北海道放送） 05→07（札幌テレビ）
35→39（北海道テレビ） 27→41（北海道文化放送）
80→04（NHK総合） 90→10（NHK教育）

函館 52 01→06（北海道放送） 05→12（札幌テレビ）
35→35（北海道テレビ） 27→27（北海道文化放送）
17→21（テレビ北海道）
80→09（NHK総合） 90→02（NHK教育）

室蘭 66 01→11（北海道放送） 05→07（札幌テレビ）
35→39（北海道テレビ） 27→37（北海道文化放送）
17→29（テレビ北海道）
80→03（NHK総合） 90→05（NHK教育）

青森 02 01→01（青森放送） 38→38（青森テレビ）
34→34（青森朝日放送） 27→27（北海道文化放送）
35→35（北海道テレビ） 05→12（札幌テレビ）
80→09（NHK総合） 90→07（NHK教育）

八戸 53 01→11（青森放送） 38→33（青森テレビ）
34→31（青森朝日放送） 33→29（岩手めんこいテレビ）
06→02（岩手放送） 35→37（テレビ岩手）
80→04（NHK総合） 90→08（NHK教育）

盛岡 03 06→06（岩手放送） 35→35（テレビ岩手）
33→33（岩手めんこいテレビ）01→01（東北放送）
34→34（宮城テレビ） 12→12（仙台放送）
32→32（東日本放送） 20→31（岩手朝日テレビ）
80→03（NHK総合） 90→05（NHK教育）

仙台 04 01→01（東北放送） 12→12（仙台放送）
34→34（宮城テレビ） 32→32（東日本放送）
06→06（岩手放送）
80→09（NHK総合） 90→02（NHK教育）

秋田 05 11→11（秋田放送） 37→37（秋田テレビ）
31→31（秋田朝日放送） 34→34（青森朝日放送）
80→04（NHK総合） 90→08（NHK教育）

大館 54 11→06（秋田放送） 37→57（秋田テレビ）
31→59（秋田朝日放送） 38→38（青森テレビ）
01→01（東北放送）
80→08（NHK総合） 90→04（NHK教育）

山形 06 10→10（山形放送） 38→38（山形テレビ）
36→36（テレビユー山形） 30→30（さくらんぼテレビ）
80→03（NHK総合） 90→06（NHK教育）

鶴岡 55 10→01（山形放送） 38→39（山形テレビ）
36→22（テレビユー山形） 30→24（さくらんぼテレビ）

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

Ｇコードで予約できる放送局のガイドチャンネルと
表示チャンネル（放送局名は略称を使用しています）

北海道

宮城

山形

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 （NHK総合）

表の中の文字の
見かた

秋田

岩手

青森

このあたりの
地域名がないね 地域名がないときは、テレビ

に映る放送局が多い地域番号
を選ぶのよ
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手順9：Gコードの設定をする
（つづき） 80→01（NHK総合） 90→03（NHK教育）

東京 13 04→04（日本テレビ） 06→06（TBSテレビ）
08→08（フジテレビ） 10→10（テレビ朝日）
12→12（テレビ東京） 46→46（千葉テレビ）
42→42（TVKテレビ） 38→38（テレビ埼玉）
14→14（MXテレビ） 16→16（放送大学）
80→51（NHK総合） 90→49（NHK教育）

八王子 70 04→53（日本テレビ） 06→55（TBSテレビ）
08→57（フジテレビ） 10→59（テレビ朝日）
12→61（テレビ東京） 46→46（千葉テレビ）
42→42（TVKテレビ） 38→38（テレビ埼玉）
14→47（MXテレビ） 16→16（放送大学）
80→30（NHK総合） 90→32（NHK教育）

多摩 71 04→26（日本テレビ） 06→24（TBSテレビ）
08→22（フジテレビ） 10→20（テレビ朝日）
12→18（テレビ東京） 46→46（千葉テレビ）
42→42（TVKテレビ） 38→38（テレビ埼玉）
14→28（MXテレビ） 16→16（放送大学）
80→01（NHK総合） 90→03（NHK教育）

横浜 14 04→04（日本テレビ） 06→06（TBSテレビ）
08→08（フジテレビ） 10→10（テレビ朝日）
12→12（テレビ東京） 42→42（TVKテレビ）
46→46（千葉テレビ） 38→38（テレビ埼玉）
14→14（MXテレビ） 16→16（放送大学）
80→33（NHK総合） 90→29（NHK教育）

平塚 72 04→35（日本テレビ） 06→37（TBSテレビ）
08→39（フジテレビ） 10→41（テレビ朝日）
12→43（テレビ東京） 42→31（TVKテレビ）
16→16（放送大学）
80→52（NHK総合） 90→50（NHK教育）

小田原 73 04→54（日本テレビ） 06→56（TBSテレビ）
08→58（フジテレビ） 10→60（テレビ朝日）
12→62（テレビ東京） 42→46（TVKテレビ）
16→16（放送大学）
80→08（NHK総合） 90→12（NHK教育）

新潟 15 05→05（新潟放送） 35→35（新潟総合テレビ）
29→29（テレビ新潟） 21→21（新潟テレビ21）
80→01（NHK総合） 90→03（NHK教育）

甲府 19 05→05（山梨放送） 37→37（テレビ山梨）
04→04（日本テレビ） 08→08（フジテレビ）
10→10（テレビ朝日） 12→12（テレビ東京）
06→06（TBSテレビ） 11→11（信越放送）
31→31（静岡第一テレビ） 35→35（テレビ静岡）
33→33（静岡朝日テレビ）
80→02（NHK総合） 90→09（NHK教育）

長野 20 11→11（信越放送） 38→38（長野放送）
30→30（テレビ信州） 20→20（長野朝日放送）
05→05（中部日本放送） 01→01（東海テレビ）
35→35（中京テレビ）
80→04（NHK総合） 90→03（NHK教育）

飯田 58 11→06（信越放送） 38→40（長野放送）
30→42（テレビ信州） 20→44（長野朝日放送）
05→05（中部日本放送） 01→01（東海テレビ）
35→35（中京テレビ）
80→44（NHK総合） 90→46（NHK教育）

松本 74 30→48（テレビ信州） 11→40（信越放送）
38→42（長野放送） 20→50（長野朝日放送）
05→05（中部日本放送） 01→01（東海テレビ）
35→35（中京テレビ）
80→44（NHK総合） 90→46（NHK教育）

善光寺平 75 30→40（テレビ信州） 11→48（信越放送）
38→42（長野放送） 20→50（長野朝日放送）
05→05（中部日本放送） 01→01（東海テレビ）
35→35（中京テレビ）
80→03（NHK総合） 90→10（NHK教育）

富山 16 01→01（北日本放送） 34→34（富山テレビ）
32→32（チューリップテレビ）25→25（北陸朝日放送）
06→06（北陸放送） 37→37（石川テレビ）
80→04（NHK総合） 90→08（NHK教育）

金沢 17 06→06（北陸放送） 37→37（石川テレビ）
33→33（テレビ金沢） 25→25（北陸朝日放送）
01→01（北日本放送） 34→34（富山テレビ）
32→32（チューリップテレビ）11→11（福井放送）
39→39（福井テレビ）
80→09（NHK総合） 90→03（NHK教育）

福井 18 11→11（福井放送） 39→39（福井テレビ）
06→06（北陸放送） 37→37（石川テレビ）
33→33（テレビ金沢） 25→25（北陸朝日放送）
34→34（京都テレビ）

都道
府県 地域名 地域

番号
Ｇコードで予約できる放送局のガイドチャンネルと
表示チャンネル（放送局名は略称を使用しています）

群馬

埼玉

東京

神奈川

新潟

山梨

長野

富山

石川

福井

栃木

80→09（NHK総合） 90→02（NHK教育）
福島 07 11→11（福島テレビ） 33→33（福島中央テレビ）

35→35（福島放送） 31→31（テレビユー福島）
01→01（東北放送） 34→34（宮城テレビ）
12→12（仙台放送） 32→32（東日本放送）
80→01（NHK総合） 90→03（NHK教育）

会津若松 56 11→06（福島テレビ） 33→37（福島中央テレビ）
35→41（福島放送） 31→47（テレビユー福島）
34→34（宮城テレビ） 12→12（仙台放送）
32→32（東日本放送）
80→04（NHK総合） 90→10（NHK教育）

いわき 57 11→08（福島テレビ） 33→58（福島中央テレビ）
35→60（福島放送） 31→62（テレビユー福島）
34→34（宮城テレビ） 12→12（仙台放送）
32→32（東日本放送） 01→01（東北放送）
80→44（NHK総合） 90→46（NHK教育）

水戸 08 04→42（日本テレビ） 06→40（TBSテレビ）
08→38（フジテレビ） 10→36（テレビ朝日）
12→32（テレビ東京） 16→16（放送大学）
23→31（とちぎテレビ）
80→52（NHK総合） 90→50（NHK教育）

日立 67 04→54（日本テレビ） 06→56（TBSテレビ）
08→58（フジテレビ） 10→60（テレビ朝日）
12→62（テレビ東京） 38→38（テレビ埼玉）
46→46（千葉テレビ） 16→16（放送大学）
80→29（NHK総合） 90→27（NHK教育）

宇都宮 09 04→25（日本テレビ） 06→23（TBSテレビ）
08→21（フジテレビ） 10→19（テレビ朝日）
12→17（テレビ東京） 48→48（群馬テレビ）
16→16（放送大学） 38→38（テレビ埼玉）
23→31（とちぎテレビ）
80→51（NHK総合） 90→49（NHK教育）

矢板 68 04→53（日本テレビ） 06→55（TBSテレビ）
08→57（フジテレビ） 10→59（テレビ朝日）
12→61（テレビ東京） 48→48（群馬テレビ）
38→38（テレビ埼玉） 16→16（放送大学）
23→31（とちぎテレビ）
80→52（NHK総合） 90→50（NHK教育）

前橋 10 04→54（日本テレビ） 06→56（TBSテレビ）
08→58（フジテレビ） 10→60（テレビ朝日）
12→62（テレビ東京） 48→48（群馬テレビ）
38→38（テレビ埼玉） 16→40（放送大学）
23→31（とちぎテレビ）
80→01（NHK総合） 90→03（NHK教育）

浦和 11 04→04（日本テレビ） 06→06（TBSテレビ）
08→08（フジテレビ） 10→10（テレビ朝日）
12→12（テレビ東京） 38→38（テレビ埼玉）
46→46（千葉テレビ） 48→48（群馬テレビ）
14→14（MXテレビ） 16→16（放送大学）
23→31（とちぎテレビ）
80→33（NHK総合） 90→35（NHK教育）

児玉 69 04→25（日本テレビ） 06→23（TBSテレビ）
08→21（フジテレビ） 10→19（テレビ朝日）
12→17（テレビ東京） 38→28（テレビ埼玉）
46→46（千葉テレビ） 48→48（群馬テレビ）
16→16（放送大学）
80→01（NHK総合） 90→03（NHK教育）

千葉 12 04→04（日本テレビ） 06→06（TBSテレビ）
08→08（フジテレビ） 10→10（テレビ朝日）
12→12（テレビ東京） 46→46（千葉テレビ）
42→42（TVKテレビ） 38→38（テレビ埼玉）
14→14（MXテレビ） 16→16（放送大学）

都道
府県 地域名 地域

番号
Ｇコードで予約できる放送局のガイドチャンネルと
表示チャンネル（放送局名は略称を使用しています）

福島

茨城

千葉
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80→28（NHK総合） 90→26（NHK教育）
神戸 28 04→18（毎日テレビ） 06→20（ABCテレビ）

08→22（関西テレビ） 10→24（読売テレビ）
36→36（サンテレビ） 19→19（テレビ大阪）
80→50（NHK総合） 90→52（NHK教育）

姫路 85 04→54（毎日テレビ） 06→58（ABCテレビ）
08→60（関西テレビ） 10→62（読売テレビ）
36→56（サンテレビ） 19→19（テレビ大阪）
80→51（NHK総合） 90→49（NHK教育）

北淡垂水 86 04→53（毎日テレビ） 06→57（ABCテレビ）
08→59（関西テレビ） 10→61（読売テレビ）
36→55（サンテレビ） 19→19（テレビ大阪）
80→44（NHK総合） 90→46（NHK教育）

三木 87 04→34（毎日テレビ） 06→38（ABCテレビ）
08→40（関西テレビ） 10→42（読売テレビ）
19→19（テレビ大阪） 36→55（サンテレビ）
80→44（NHK総合） 90→46（NHK教育）

長田 88 04→38（毎日テレビ） 06→40（ABCテレビ）
08→42（関西テレビ） 10→48（読売テレビ）
36→34（サンテレビ） 19→19（テレビ大阪）
80→52（NHK総合） 90→50（NHK教育）

神戸灘 89 04→54（毎日テレビ） 06→56（ABCテレビ）
08→58（関西テレビ） 10→60（読売テレビ）
36→62（サンテレビ） 19→19（テレビ大阪）
80→51（NHK総合） 90→48（NHK教育）

奈良 29 04→04（毎日テレビ） 06→06（ABCテレビ）
08→08（関西テレビ） 10→10（読売テレビ）
55→55（奈良テレビ） 36→36（サンテレビ）
34→34（京都テレビ） 19→19（テレビ大阪）

生駒 80→24（NHK総合） 90→22（NHK教育）
奈良北 90 04→04（毎日テレビ） 06→06（ABCテレビ）

08→08（関西テレビ） 10→10（読売テレビ）
55→26（奈良テレビ） 19→19（テレビ大阪）
80→32（NHK総合） 90→26（NHK教育）

和歌山 30 04→42（毎日テレビ） 06→44（ABCテレビ）
08→46（関西テレビ） 10→48（読売テレビ）
30→30（テレビ和歌山） 36→36（サンテレビ）
80→50（NHK総合） 90→52（NHK教育）

海南 91 04→54（毎日テレビ） 06→58（ABCテレビ）
08→60（関西テレビ） 10→62（読売テレビ）
30→56（テレビ和歌山）
80→03（NHK総合） 90→04（NHK教育）

鳥取 31 01→01（日本海テレビ） 10→22（山陰放送）
34→24（山陰中央テレビ）
80→06（NHK総合） 90→12（NHK教育）

松江 32 10→10（山陰放送） 34→34（山陰中央テレビ）
01→30（日本海テレビ）
80→02（NHK総合） 90→09（NHK教育）

浜田 61 10→05（山陰放送） 34→58（山陰中央テレビ）
01→54（日本海テレビ）
80→05（NHK総合） 90→03（NHK教育）

岡山 33 11→11（山陽放送） 35→35（岡山放送）
23→23（テレビせとうち） 09→09（西日本放送）
33→25（瀬戸内海放送）
80→03（NHK総合） 90→07（NHK教育）

広島 34 04→04（中国放送） 12→12（広島テレビ）
35→35（広島ホームテレビ） 31→31（テレビ新広島）
10→10（南海放送） 29→29（あいテレビ）
37→37（愛媛放送）
80→05（NHK総合） 90→03（NHK教育）

福山 60 04→07（中国放送） 12→11（広島テレビ）
35→57（広島ホームテレビ） 31→54（テレビ新広島）
09→09（西日本放送） 10→10（南海放送）
29→29（あいテレビ） 37→37（愛媛放送）
80→09（NHK総合） 90→01（NHK教育）

山口 35 11→11（山口放送） 38→38（テレビ山口）
28→28（山口朝日放送） 09→10（テレビ西日本）
19→23（テレビQ） 04→08（RKB毎日放送）
37→35（福岡放送） 01→02（九州朝日放送）
80→39（NHK総合） 90→41（NHK教育）

下関 92 11→04（山口放送） 38→33（テレビ山口）
28→21（山口朝日放送） 09→10（テレビ西日本）
19→23（テレビQ） 04→08（RKB毎日放送）
37→35（福岡放送） 01→02（九州朝日放送）
80→03（NHK総合） 90→38（NHK教育）

徳島 36 01→01（四国テレビ） 04→04（毎日テレビ）
06→06（ABCテレビ） 08→08（関西テレビ）
10→10（読売テレビ） 36→36（サンテレビ）
30→55（テレビ和歌山） 19→19（テレビ大阪）

都道
府県 地域名 地域

番号
Ｇコードで予約できる放送局のガイドチャンネルと
表示チャンネル（放送局名は略称を使用しています）

岐阜

静岡

大阪

兵庫

奈良

和歌山

鳥取

島根

岡山

広島

山口

80→39（NHK総合） 90→09（NHK教育）
岐阜 21 05→05（中部日本放送） 01→01（東海テレビ）

11→11（名古屋テレビ放送） 35→35（中京テレビ）
37→37（岐阜放送） 25→25（テレビ愛知）
33→33（三重テレビ）
80→53（NHK総合） 90→49（NHK教育）

長良 76 05→55（中部日本放送） 01→57（東海テレビ）
11→59（名古屋テレビ放送） 35→47（中京テレビ）
37→61（岐阜放送） 25→25（テレビ愛知）
33→33（三重テレビ）
80→09（NHK総合） 90→02（NHK教育）

静岡 22 11→11（静岡放送） 35→35（テレビ静岡）
33→33（静岡朝日テレビ） 31→31（静岡第一テレビ）
80→04（NHK総合） 90→08（NHK教育）

浜松 59 11→06（静岡放送） 35→34（テレビ静岡）
33→28（静岡朝日テレビ） 31→30（静岡第一テレビ）
25→25（テレビ愛知） 01→01（東海テレビ）
05→05（中部日本放送）
80→52（NHK総合） 90→54（NHK教育）

富士宮 77 11→41（静岡放送） 35→39（テレビ静岡）
33→29（静岡朝日テレビ） 31→27（静岡第一テレビ）
80→53（NHK総合） 90→51（NHK教育）

三島 78 11→55（静岡放送） 35→59（テレビ静岡）
33→57（静岡朝日テレビ） 31→61（静岡第一テレビ）
80→01（NHK総合） 90→03（NHK教育）

島田 79 11→05（静岡放送） 35→58（テレビ静岡）
33→50（静岡朝日テレビ） 31→48（静岡第一テレビ）
80→03（NHK総合） 90→09（NHK教育）

名古屋 23 05→05（中部日本放送） 01→01（東海テレビ）
11→11（名古屋テレビ放送） 35→35（中京テレビ）
25→25（テレビ愛知） 33→33（三重テレビ）
37→37（岐阜放送）
80→54（NHK総合） 90→50（NHK教育）

豊橋 80 05→62（中部日本放送） 01→56（東海テレビ）
11→60（名古屋テレビ放送） 35→58（中京テレビ）
25→52（テレビ愛知）
80→53（NHK総合） 90→51（NHK教育）

豊田 81 05→55（中部日本放送） 01→57（東海テレビ）
11→61（名古屋テレビ放送） 35→59（中京テレビ）
25→49（テレビ愛知）
80→31（NHK総合） 90→09（NHK教育）

津 24 05→05（中部日本放送） 01→01（東海テレビ）
11→11（名古屋テレビ放送） 35→35（中京テレビ）
33→33（三重テレビ） 25→25（テレビ愛知）
08→08（関西テレビ） 10→10（読売テレビ）
04→04（毎日テレビ） 06→06（ABCテレビ）
80→53（NHK総合） 90→49（NHK教育）

伊勢 82 05→55（中部日本放送） 01→57（東海テレビ）
11→61（名古屋テレビ放送） 35→47（中京テレビ）
33→59（三重テレビ） 25→25（テレビ愛知）
30→30（テレビ和歌山）
80→28（NHK総合） 90→46（NHK教育）

大津 25 04→36（毎日テレビ） 06→38（ABCテレビ）
08→40（関西テレビ） 10→42（読売テレビ）
30→30（びわ湖放送） 34→34（京都テレビ）
80→52（NHK総合） 90→50（NHK教育）

彦根 83 04→54（毎日テレビ） 06→58（ABCテレビ）
08→60（関西テレビ） 10→62（読売テレビ）
30→56（びわ湖放送）
80→32（NHK総合） 90→12（NHK教育）

京都 26 04→04（毎日テレビ） 06→06（ABCテレビ）
08→08（関西テレビ） 10→10（読売テレビ）
34→34（京都テレビ） 19→19（テレビ大阪）
36→36（サンテレビ） 55→26（奈良テレビ）
80→52（NHK総合） 90→50（NHK教育）

山科 84 04→54（毎日テレビ） 06→56（ABCテレビ）
08→58（関西テレビ） 10→60（読売テレビ）
19→19（テレビ大阪） 34→62（京都テレビ）
80→02（NHK総合） 90→12（NHK教育）

大阪 27 04→04（毎日テレビ） 06→06（ABCテレビ）
08→08（関西テレビ） 10→10（読売テレビ）
19→19（テレビ大阪） 34→34（京都テレビ）
36→36（サンテレビ） 30→30（びわ湖放送）

都道
府県 地域名 地域

番号
Ｇコードで予約できる放送局のガイドチャンネルと
表示チャンネル（放送局名は略称を使用しています）

三重

愛知

京都

滋賀

徳島
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都道
府県 地域名 地域

番号

Ｇコードで予約できる放送局のガイドチャンネルと
表示チャンネル（放送局名は略称を使用しています）

佐賀

長崎

福岡

80→37（NHK総合） 90→39（NHK教育）
高松 37 33→33（瀬戸内海放送） 09→41（西日本放送）

11→29（山陽放送） 35→31（岡山放送）
23→19（テレビせとうち） 04→04（毎日テレビ）
06→06（ABCテレビ） 08→08（関西テレビ）
10→10（読売テレビ）
80→44（NHK総合） 90→40（NHK教育）

西讃岐 93 33→42（瀬戸内海放送） 09→20（西日本放送）
11→18（山陽放送） 35→22（岡山放送）
23→16（テレビせとうち） 12→12（広島テレビ）
80→06（NHK総合） 90→02（NHK教育）

松山 38 10→10（南海放送） 37→37（愛媛放送）
29→29（あいテレビ） 35→35（広島ホームテレビ）
25→25（愛媛朝日テレビ） 31→31（テレビ新広島）
04→04（中国放送） 12→12（広島テレビ）
80→02（NHK総合） 90→04（NHK教育）

新居浜 62 10→06（南海放送） 37→36（愛媛放送）
29→27（あいテレビ） 35→35（広島ホームテレビ）
25→14（愛媛朝日テレビ） 31→31（テレビ新広島）
12→12（広島テレビ）

　 80→04（NHK総合） 90→06（NHK教育）
高知 39 08→08（高知放送） 38→38（テレビ高知）

01→01（四国テレビ） 09→41（西日本放送）
40→40（高知さんさんテレビ）
80→03（NHK総合） 90→06（NHK教育）

福岡 40 04→04（RKB毎日放送） 01→01（九州朝日放送）
09→09（テレビ西日本） 37→37（福岡放送）
19→19（テレビQ） 36→36（サガテレビ）
80→06（NHK総合） 90→12（NHK教育）

北九州 63 04→08（RKB毎日放送） 01→02（九州朝日放送）
09→10（テレビ西日本） 37→35（福岡放送）
19→23（テレビQ） 28→21（山口朝日放送）
11→04（山口放送） 38→33（テレビ山口）
80→46（NHK総合） 90→54（NHK教育）

久留米 94 04→48（RKB毎日放送） 01→57（九州朝日放送）
09→60（テレビ西日本） 37→52（福岡放送）
19→14（テレビQ） 36→36（サガテレビ）
80→53（NHK総合） 90→50（NHK教育）

大牟田 95 04→61（RKB毎日放送） 01→58（九州朝日放送）
09→55（テレビ西日本） 37→43（福岡放送）
19→19（テレビQ） 11→11（熊本放送）
22→22（熊本県民テレビ） 16→16（熊本朝日放送）
34→34（テレビ熊本）
80→49（NHK総合） 90→46（NHK教育）

行橋 96 04→60（RKB毎日放送） 01→57（九州朝日放送）
09→54（テレビ西日本） 37→43（福岡放送）
19→19（テレビQ） 36→37（テレビ大分）
05→51（大分放送）
80→38（NHK総合） 90→40（NHK教育）

佐賀 41 36→36（サガテレビ） 11→11（熊本放送）
09→60（テレビ西日本） 37→52（福岡放送）
19→14（テレビQ） 04→48（RKB毎日放送）
01→57（九州朝日放送）
80→03（NHK総合） 90→01（NHK教育）

長崎 42 05→05（長崎放送） 37→37（テレビ長崎）
27→27（長崎文化放送） 25→25（長崎国際テレビ）
19→19（テレビQ） 34→34（テレビ熊本）
22→22（熊本県民テレビ） 16→16（熊本朝日放送）
11→11（熊本放送）
80→08（NHK総合） 90→02（NHK教育）

佐世保 97 05→10（長崎放送） 37→35（テレビ長崎）
27→31（長崎文化放送） 25→17（長崎国際テレビ）
36→41（サガテレビ）
80→47（NHK総合） 90→45（NHK教育）

諌早 98 05→49（長崎放送） 37→42（テレビ長崎）
27→24（長崎文化放送） 25→20（長崎国際テレビ）
22→22（熊本県民テレビ） 16→16（熊本朝日放送）
34→34（テレビ熊本） 11→11（熊本放送）
80→09（NHK総合） 90→02（NHK教育）

熊本 43 11→11（熊本放送） 34→34（テレビ熊本）
22→22（熊本県民テレビ） 16→16（熊本朝日放送）
19→19（テレビQ） 01→01（九州朝日放送）
04→04（RKB毎日放送） 05→05（長崎放送）
37→37（福岡放送） 36→36（サガテレビ）

手順9：Gコードの設定をする
（つづき）

都道
府県 地域名 地域

番号

Ｇコードで予約できる放送局のガイドチャンネルと
表示チャンネル（放送局名は略称を使用しています）

熊本

大分

沖縄

鹿児島

宮崎

80→03（NHK総合） 90→12（NHK教育）
大分 44 05→05（大分放送） 36→36（テレビ大分）

24→24（大分朝日放送） 19→19（テレビQ）
10→06（宮崎放送）
80→08（NHK総合） 90→12（NHK教育）

宮崎 45 10→10（宮崎放送） 35→35（テレビ宮崎）
32→48（鹿児島放送） 30→42（鹿児島読売テレビ）
38→52（鹿児島テレビ） 01→62（南日本放送）
80→04（NHK総合） 90→02（NHK教育）延岡 64
10→06（宮崎放送） 35→39（テレビ宮崎）
80→03（NHK総合） 90→05（NHK教育）

鹿児島 46 01→01（南日本放送） 38→38（鹿児島テレビ）
32→32（鹿児島放送） 30→30（鹿児島読売テレビ）
22→40（熊本県民テレビ） 16→36（熊本朝日放送）
34→42（テレビ熊本）
80→08（NHK総合） 90→12（NHK教育）

阿久根 65 01→10（南日本放送） 38→35（鹿児島テレビ）
32→23（鹿児島放送） 30→17（鹿児島読売テレビ）
22→36（熊本県民テレビ） 16→32（熊本朝日放送）
11→06（熊本放送） 34→38（テレビ熊本）
80→04（NHK総合） 90→02（NHK教育）

鹿屋 99 01→06（南日本放送） 38→33（鹿児島テレビ）
32→31（鹿児島放送） 30→25（鹿児島読売テレビ）
10→10（宮崎放送） 35→39（テレビ宮崎）
80→02（NHK総合） 90→12（NHK教育）

那覇 47 10→10（琉球放送） 08→08（沖縄テレビ）
28→28（琉球朝日放送）

香川

愛媛

高知
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BS

ケーブルネット
ワーク

• 表示チャンネル
チャンネル合わせで設定したチャンネル（画面に
映るチャンネル）の番号を入れます。

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。

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。

• 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
BS放送およびCATVをGコード予約できます。「1
～62チャンネルで映るBS放送をGコード予約する
には」（ 37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。

• 本機の入力端子にCATVチューナーなどをつない
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」（ 37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。

• ガイドチャンネル
以下の表にしたがって入れます（BS放送のガイド
チャンネルはお買い上げ時に設定されているの
で、入れる必要はありません）。

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
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手順9：Gコードの設定をする
（つづき）

3 メニュー/予約ボタンを押す。

4 V/vで「Gコード設定」を選び、決定ボタ
ンを押す。

5 「Gコード地域番号・放送局表」（ 23
ページ）から選んだ地域番号を、数字ボ
タンで入れる。
間違えたときは、正しい番号を続けて入れま
す。1桁の番号（08など）は0も押します。
1桁の番号の頭の0は表示されません（08と押
すと、「 8」と表示）。

地域番号設定�

地域番号�

止めたいときはメニューを押してください�

ガイドチャンネル確認／設定画面に入ります�

ーー�

０ー９で地域番号を入力して、決定を押してください�

再生�

決定�

地域番号設定�

地域番号�

止めたいときはメニューを押してください�

ガイドチャンネル確認／設定画面に入ります�

７３�

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

日� 月� 火�

水� 木� 金�

土� 月ー金� 月ー土�

日ー土�

テレビ画面

地域番号を入れる

「Gコード地域番号・放送局表」（ 23ページ）の
中から選んだ地域番号を入れます。

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。

5

2

4,6

3,7

タイマー予約�

午前／午後� 毎週� 戻し� 転送�

標準／3倍�
SP／LP 入力切換�

ビデオ�
チャンネル�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0
TV／独立� TVメーカー設定�

Gコード予約�

日� 月� 火�

水� 木� 金�

土� 月ー金� 月ー土�

日ー土�

録画� X2スロー� 取消し／リセット�

VHSDV

メニュー／予約�
CMカット／�
CM早送り�

一時停止�

停止�

再生�

決定�

巻戻し� 早送り�

DVタイトル�

カセット�
取出し�

電 源�テレビ／�
ビデオ�

�
画面表示�

ふたを�

開ける�

メニュー�

予約設定／確認�

時刻合わせ�

予約録画の設定と予約�

内容の表示を行います�

カセットメモリー消去�

Ｇコード設定�

チャンネル／ＢＳ設定�

各種設定�

で選び、決定で決定　止めたいときはメニュー�

メニュー／予約　　　　�
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ガイドチャンネル確認／設定　１�

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�

ガイドチャンネル�表示チャンネル�

で選び、０ー９でチャンネルを入力して、�

５２�８０� ー�

５０�９０� ー�

５４�４� ー�

５６�６� ー�

５８�８� ー�

再生�

決定�

6 決定ボタンを押す。
手順5で選んだ地域番号で受信できるチャン
ネルが表示されます。受信できるチャンネル
をすべて確認するには、vまたは決定ボタン
を繰り返し押します。一番下の行でvまたは
決定ボタンを押すと、次のページに行きま
す。

7 確認したら、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。

ちょっと一言
• BS放送の表示チャンネルには、放送を行っていないも
のも含まれています。
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テレビに映る番組の
放送局名

NHK総合

ビデオ本体の表示窓

手順10：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、ビデオチャン
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。

3

2

4 チャンネル表示の番号と、テレビに映る
番組の放送局名を次の表に書き出す。
例：52チャンネルにNHKが映っているとき

5 手順3と4を繰り返して、すべてのチャン
ネル表示の番号と、放送局名を書き出す。

6 手順5で書き出した表と、「Gコード地域
番号・放送局表」（ 23ページ）の「地
域番号を入れる」（ 28ページ）で選ん
だ地域番号の欄とをくらべる。
チャンネルの番号と、放送局名の組み合わせ
を確認します。

書き出した表のチャンネルの番号と、放送局
名の組み合わせが合っていれば、確認は終了
です。正しく設定されています。

Gコード地域番号・放送局表

書き出した表

表示窓の
チャンネル番号

52

80→52（NHK総合） 90→50（NHK教育）
小田原 73 04→54（日本テレビ） 06→56（東京放送）

08→58（フジテレビ） 10→60（テレビ朝日）
12→62（テレビ東京） 42→46（テレビ神奈川）
16→16（放送大学）

　

地域名
地域
番号

Ｇコードで予約できる放送局のガイドチャンネルと
表示チャンネル（放送局名は略称を使用しています）

テレビに映る番組の

放送局名

NHK総合

NHK教育

日本テレビ

東京放送

フジテレビ

テレビ朝日

テレビ東京

テレビ神奈川

放送大学

表示窓の

チャンネル番号

52

50

54

56

58

60

62

46

16

タイマー予約�

午前／午後� 毎週� 戻し� 転送�

標準／3倍�
SP／LP 入力切換�

ビデオ�
チャンネル�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0
TV／独立� TVメーカー設定�

Gコード予約�

日� 月� 火�

水� 木� 金�

土� 月ー金� 月ー土�

日ー土�

カセット�
取出し�

電 源�テレビ／�
ビデオ�

�
画面表示�

ふたを�

開ける�

ビデオ�
チャンネル�
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こんなときは

書き出した表のチャンネルの番号または放
送局名が、選んだ地域番号の欄と違う
→隣接する別の地域番号の欄に、書き出した表と
一致する地域番号があるときは、「地域番号を
入れる」（ 28ページ）の手順をもう一度行
い、手順5で地域番号を入れ直してください。

→隣接する別の地域番号の欄に、書き出した表と
一致する地域番号がないときは、「Gコード予
約できる放送局を追加する」（ 35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。

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教育テレビが3チャンネルな

のに、ビデオでは50チャンネルになった
→「チャンネルの番号をテレビに合わせる」
（ 32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。

Gコード地域番号・放送局表にある放送局
以外にも、映る放送局がある
→「Gコード予約できる放送局を追加する」
（ 35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
→「不要なチャンネルをとばす」（ 38ページ）
にしたがって削除してください。

テレビ放送が映らない
→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（ 8～11
ページ）。

�����
テレビでは3chで映るのに
ビデオでは50chで映る

静岡放送が映るのに
放送局表にない

80→52（NHK総合） 90→50（N
小田原 73 04→54（日本テレビ） 06→56（東

08→58（フジテレビ） 10→60（テ
12→62（テレビ東京） 42→46（テ
16→16（放送大学）

　

����
このチャンネルは
いらない
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チャンネルの番号を
テレビに合わせる

「手順7：チャンネルを自動で合わせる」（ 20
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教育テレビが3チャンネルなの

に、ビデオでは50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。

この手順で行う操作
チャンネルの番号をテレビと合わせるために、手順

1～15で、次の2種類の設定の変更をします。
・チャンネルの番号を変える（手順3～9)
画面に表示されるチャンネルをテレビと同じ番号
に変えます。
・Gコードの設定を変える（手順10～15）
変えたチャンネルの番号にGコードの設定を合わ
せます。この操作をしないと、Gコード予約で正
しく録画できません。

3,10,15

テレビ画面

2

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。

7

4,5,6,8,
9,11,12,
13,14

14

�����
テレビでは3chで映るのに
ビデオでは50chで映る

タイマー予約�

午前／午後� 毎週� 戻し� 転送�

標準／3倍�
SP／LP 入力切換�

ビデオ�
チャンネル�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0
TV／独立� TVメーカー設定�

Gコード予約�

日� 月� 火�

水� 木� 金�

土� 月ー金� 月ー土�

日ー土�

録画� X2スロー� 取消し／リセット�

VHSDV

メニュー／予約�
CMカット／�
CM早送り�

一時停止�

停止�

再生�

決定�

巻戻し� 早送り�

DVタイトル�

カセット�
取出し�

電 源�テレビ／�
ビデオ�

�
画面表示�

ふたを�

開ける�

メニュー�

予約設定／確認�

時刻合わせ�

予約録画の設定と予約�

内容の表示を行います�

カセットメモリー消去�

Ｇコード設定�

チャンネル／ＢＳ設定�

各種設定�

で選び、決定で決定　止めたいときはメニュー�

メニュー／予約　　　　�
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8 V/vで「受信チャンネル」を選び、B/bで
変える。

例：50チャンネルを3チャンネルに変えたい
ときは、ここを「50」にする

9 決定ボタンを押す。
メニューが消えます。

10 メニュー/予約ボタンを押す。

11 V/vで「Gコード設定」を選び、決定ボタ
ンを押す。

12 もう一度決定ボタンを押す。

4 V/vで「チャンネル/BS設定」を選び、決
定ボタンを押す。

5 V/vで「TVチャンネル合わせ」を選び、
決定ボタンを押す。

6 V/vで「チャンネル合わせ」を選び、B/b
で「手動」にする。

7 ビデオチャンネル＋/－ボタンで「表示
チャンネル」を変える。

例：50チャンネルを3チャンネルに変えたい
ときは、ここを「3」にする

チャンネル／ＢＳ設定�

ＢＳチャンネル設定�

ＢＳアンテナレベル表示�

ＴＶチャンネル合わせ�

止めたいときはメニューを押してください�

再生�

決定�

で選び、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� ６�

チャンネル合わせ�

一般放送�

自動�

受信する放送� ＣＡＴＶ�

手動�

止めたいときはメニューを押してください�

で選び、� で設定してください�

再生�

決定�

ＴＶチャンネル合わせ� 表示チャンネル� ６�

止めたいときはメニューを押してください�

で選び、� で設定してください�

チャンネル合わせ�

一般放送�

自動�

受信する放送� ＣＡＴＶ�

手動�

５６�受信チャンネル�

する�チャンネルとばし� しない�

入�自動微調整� 切�

微調整�

再生�

決定�

止めたいときはメニューを押してください�

で選び、� で設定してください�

ＴＶチャンネル合わせ� 表示チャンネル� ３�

チャンネル合わせ�

一般放送�

自動�

受信する放送� ＣＡＴＶ�

手動�

３�受信チャンネル�

する�チャンネルとばし� しない�

入�自動微調整� 切�

微調整�

ビデオ�
チャンネル�

ＴＶチャンネル合わせ� 表示チャンネル� ３�

で受信したいチャンネルを設定してください�

チャンネルで表示チャンネルを選び、�

チャンネル合わせ�

一般放送�

自動�

受信する放送� ＣＡＴＶ�

手動�

５０�受信チャンネル�

する�チャンネルとばし� しない�

入�自動微調整� 切�

微調整�

再生�

決定�

メニュー�

予約設定／確認�

時刻合わせ�

予約録画の設定と予約�

内容の表示を行います�

カセットメモリー消去�

Ｇコード設定�

チャンネル／ＢＳ設定�

各種設定�

で選び、決定で決定　止めたいときはメニュー�

メニュー／予約　　　　�

地域番号設定�

地域番号�

止めたいときはメニューを押してください�

ガイドチャンネル確認／設定画面に入ります�

７３�

０ー９で地域番号を入力して、決定を押してください�

再生�

決定�
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13 vを繰り返し押して、合わせるチャンネル
の行を選ぶ。
行きすぎたときは、Vを押します。

例：50チャンネルを3チャンネルに変えたと
きは、この行を選ぶ

14 数字ボタンで変えたチャンネルを入れ
て、決定ボタンを押す。
1桁のチャンネル（3チャンネルなど）は、まず
0を押します。1桁のチャンネルの頭の0は表示
されません（03と押すと、「 3」と表示）。
間違えたときは正しいチャンネルを続けて入
れるか、決定ボタンを押さずに、vを押して
から入れ直します。

例：50チャンネルを3チャンネルに変えたと
きは、ここを「3」にする

15 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。

変更前のチャンネルをとばすには
チャンネルの番号をテレビに合わせると、合わせた
チャンネルの他に、変更前のチャンネルでも、同じ
放送局が映ります。
例：ビデオで映るNHK教育テレビを3チャンネルに
　変えたが、50チャンネルでも映る
このような場合、「不要なチャンネルをとばす」
（ 38ページ）で、映らないようにできます。

ガイドチャンネル確認／設定　１�

ガイドチャンネル�表示チャンネル�

５２�８０� ー�

５０�９０� ー�

５４�４� ー�

５６�６� ー�

５８�８� ー�

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�

で選び、０ー９でチャンネルを入力して、�

再生�

決定�

ガイドチャンネル確認／設定　１�

ガイドチャンネル�表示チャンネル�

５２�８０� ー�

　３�９０� ー�

５４�４� ー�

５６�６� ー�

５８�８� ー�

再生�

決定�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

日� 月� 火�

水� 木� 金�

土� 月ー金� 月ー土�

日ー土�

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�

０ー９で表示チャンネルを入力して、�

チャンネルの番号をテレビに合わせ
る（つづき）
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Gコード予約できる
放送局を追加する

「手順9：Gコードの設定をする」（ 23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、Gコード予約できるよう
に追加します。追加する放送局のガイドチャンネル
は「Gコード地域番号・放送局表」（ 23ページ）
でご確認ください。

2

3,10

入力切換ボタン

7,8

テレビ画面

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 V/vで「Gコード設定」を選び、決定ボタ
ンを押す。

5 もう一度決定ボタンを押す。

6 vを繰り返し押して、ガイドチャンネルが
「--」になっている行を選ぶ。

4,5,6,7,8

静岡放送が映るのに
放送局表にない

80→52（NHK総合） 90→50（N
小田原 73 04→54（日本テレビ） 06→56（東

08→58（フジテレビ） 10→60（テ
12→62（テレビ東京） 42→46（テ
16→16（放送大学）

　

タイマー予約�

午前／午後� 毎週� 戻し� 転送�

標準／3倍�
SP／LP 入力切換�

ビデオ�
チャンネル�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0
TV／独立� TVメーカー設定�

Gコード予約�

日� 月� 火�

水� 木� 金�

土� 月ー金� 月ー土�

日ー土�

録画� X2スロー� 取消し／リセット�

VHSDV

メニュー／予約�
CMカット／�
CM早送り�

一時停止�

停止�

再生�

決定�

巻戻し� 早送り�

DVタイトル�

カセット�
取出し�

電 源�テレビ／�
ビデオ�

�
画面表示�

ふたを�

開ける�

メニュー�

予約設定／確認�

時刻合わせ�

予約録画の設定と予約�

内容の表示を行います�

カセットメモリー消去�

Ｇコード設定�

チャンネル／ＢＳ設定�

各種設定�

で選び、決定で決定　止めたいときはメニュー�

メニュー／予約　　　　�

地域番号設定�

地域番号�

止めたいときはメニューを押してください�

ガイドチャンネル確認／設定画面に入ります�

７３�

０ー９で地域番号を入力して、決定を押してください�

再生�

決定�

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�

で選び、０ー９でチャンネルを入力して、�

ガイドチャンネル確認／設定　４�

ガイドチャンネル�表示チャンネル�

１５�７８� ー�

－－�－－� ー�

－－�－－� ー�

－－�－－� ー�

－－�－－� ー�

ＢＳ�

再生�

決定�
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Gコード予約できる放送局を追加
する（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。

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9：Gコードの設定をする」（ 23ペー
ジ）にしたがって、現在設定している地域番号以外
の番号を入れたあと、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。

7 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、決定ボタンを押す。

例：小田原にお住まいの方が、静岡放送（ガ
イドチャンネル：11、表示チャンネル：
11）を追加するときは、ここに「11」を
入れる

8 数字ボタンで追加する放送局の表示チャ
ンネルを入れ、決定ボタンを押す。
表示チャンネルを間違えたときは、Vを押して
修正したい行を選び、決定ボタンを押します。
表示チャンネルが選ばれている状態で、入れ直
します。

例：小田原にお住まいの方が、静岡放送（ガ
イドチャンネル：11、表示チャンネル：
11）を追加するときは、ここに「11」を
入れる

9 他の放送局も追加するときは、手順6から
8を繰り返す。

10 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。

ガイドチャンネル確認／設定　４�

ガイドチャンネル�表示チャンネル�

１５�７８� ー�

－－�１１� ー�

－－�－－� ー�

－－�－－� ー�

－－�－－� ー�

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�

０ー９で表示チャンネルを入力して、�

ＢＳ�

再生�

決定�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

日� 月� 火�

水� 木� 金�

土� 月ー金� 月ー土�

日ー土�

ガ イ ドチャンネル確認／設定　４�

ガイドチャンネル�表示チャンネル�

１５�７８� ー�

１１�１１� ー�

－－�－－� ー�

－－�－－� ー�

－－�－－� ー�

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�

で選び、０ー９でチャンネルを入力して、�

ＢＳ�

再生�

決定�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

日� 月� 火�

水� 木� 金�

土� 月ー金� 月ー土�

日ー土�
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1～62チャンネルで映るBS放送をGコード
予約するには
1 手順6でBS放送が設定されている行を選ぶ。
2 入力切換ボタンを押して、VHF/UHFチャンネル
を表示チャンネルに出す。
押すたびに次のように切り換わります。

VHF/UHFチャンネル t BSチャンネル t 入力1 t 入力2

t DV入力（DVのみ）

3 数字ボタンでBS放送が映るチャンネルを入れ、
決定ボタンを押す。

例：BS7チャンネルが24チャンネルで映って
いるときは、ここを「24」にする

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7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」（ 27ページ）から選んで入れる。

2 手順8で入力切換ボタンを押して、「入力1」また
は「入力2」を表示チャンネルに出し、決定ボタ
ンを押す。
「入力1」または「入力2」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」にする

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�

０ー９で表示チャンネルを入力して、�

ガイドチャンネル確認／設定　３�

ガイドチャンネル�表示チャンネル�

　３�７２� ー�

７３� ー�

２４�７４� ー�

　９�７５� ー�

１１�７６� ー�

ＢＳ�

　 ５ �

ＢＳ�

ＢＳ�

ＢＳ�

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�

０ー９で表示チャンネルを入力して、�

ガイドチャンネル確認／設定　４�

ガイドチャンネル�表示チャンネル�

１５�７８� ー�

４９� ー�

ーー�ーー� ー�

ーー�ーー� ー�

ーー�ーー� ー�

ＢＳ�

ー ー �

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�

０ー９で表示チャンネルを入力して、�

ガイドチャンネル確認／設定　４�

ガイドチャンネル�表示チャンネル�

１５�７８� ー�

入力１�４９� ー�

－－�－－� ー�

－－�－－� ー�

－－�－－� ー�

ＢＳ�
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テレビ画面

不要なチャンネルを
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。
不要なBSチャンネルを映らないようにするには、
「放送のないBSチャンネルをとばす」（ 39ペー
ジ）をご覧ください。

2

3

7

4,5,6,8,9

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 V/vで「チャンネル/BS設定」を選び、決
定ボタンを押す。

5 V/vで「TVチャンネル合わせ」を選び、
決定ボタンを押す。

6 V/vで「チャンネル合わせ」を選び、B/b
で「手動」にする。

����
このチャンネルは
いらない

タイマー予約�

午前／午後� 毎週� 戻し� 転送�

標準／3倍�
SP／LP 入力切換�

ビデオ�
チャンネル�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0
TV／独立� TVメーカー設定�

Gコード予約�

日� 月� 火�

水� 木� 金�

土� 月ー金� 月ー土�

日ー土�

録画� X2スロー� 取消し／リセット�

VHSDV

メニュー／予約�
CMカット／�
CM早送り�

一時停止�

停止�

再生�

決定�

巻戻し� 早送り�

DVタイトル�

カセット�
取出し�

電 源�テレビ／�
ビデオ�

�
画面表示�

ふたを�

開ける�

メニュー�

予約設定／確認�

時刻合わせ�

予約録画の設定と予約�

内容の表示を行います�

カセットメモリー消去�

Ｇコード設定�

チャンネル／ＢＳ設定�

各種設定�

で選び、決定で決定　止めたいときはメニュー�

メニュー／予約　　　　�

チャンネル／ＢＳ設定�

ＢＳチャンネル設定�

ＢＳアンテナレベル表示�

ＴＶチャンネル合わせ�

止めたいときはメニューを押してください�

再生�

決定�

で選び、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� ６�

止めたいときはメニューを押してください�

で選び、� で設定してください�

チャンネル合わせ�

一般放送�

自動�

受信する放送� ＣＡＴＶ�

手動�

５６�受信チャンネル�

する�チャンネルとばし� しない�

入�自動微調整� 切�

微調整�

再生�

決定�

ＴＶチャンネル合わせ� 表示チャンネル� ６�

チャンネル合わせ�

一般放送�

自動�

受信する放送� ＣＡＴＶ�

手動�

止めたいときはメニューを押してください�

で選び、� で設定してください�

再生�

決定�
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7 ビデオチャンネル＋/－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：50チャンネルをとばしたいときは、ここ
を「50」にする

8 V/vで「チャンネルとばし」を選び、B/bで
「する」にする。

9 決定ボタンを押す。
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。

放送のないBSチャンネルをとばす

不要なBS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BSチャンネルだけを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。
テレビ画面

2

4,5,6,8

3

ＴＶチャンネル合わせ� 表示チャンネル� ５０�

チャンネル合わせ�

一般放送�

自動�

受信する放送� ＣＡＴＶ�

手動�

５０�受信チャンネル�

する�チャンネルとばし� しない�

入�自動微調整� 切�

微調整�

止めたいときはメニューを押してください�

で選び、� で設定してください�

ビデオ�
チャンネル�

ＴＶチャンネル合わせ� 表示チャンネル� ５０�

チャンネルでとばしたい表示チャンネルを選び、�

チャンネル合わせ�

一般放送�

自動�

受信する放送� ＣＡＴＶ�

手動�

５０�受信チャンネル�

する�チャンネルとばし� しない�

入�自動微調整� 切�

微調整�

で設定してください�

再生�

決定�

カセット�
取出し�

電 源�テレビ／�
ビデオ�

�
画面表示�

カウンター／�
残量�リモコンモード� 入力切換�

音量� チャンネル�

電源�

チャンネル�

DVデータ表示�

録画� X2スロー� 取消し／リセット�

テレビ�

VHSDV

メニュー／予約�
CMカット／�
CM早送り�

一時停止�

停止�

再生�

決定�

巻戻し� 早送り�

予約録画�
入／切�

入力切換� 音声切換�
標準／3倍�
SP／LP お帰りなサーチ� ワイド切換�

DVサーチ選択�

頭出し�

DVタイトル�

メ ニ ュー�

予約設定／確認�

時刻合わせ�

予約録画の設定と予約�

内容の表示を行います�

カセットメモリー消去�

Ｇコード設定�

チャンネル／ＢＳ設定�

各種設定�

で選び、決定で決定　止めたいときはメニュー�

メニュー／予約　　　　�
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4 V/vで「チャンネル/BS設定」を選び、決
定ボタンを押す。

5 V/vで「BSチャンネル設定」を選び、決
定ボタンを押す。

6 V/vで放送のないBSチャンネルを選び、
bで「切」にする。

7 他のチャンネルをとばすときは、手順6を
繰り返す。

8 終わったら決定ボタンを押す。
メニューが消えます。

チャンネル／ＢＳ設定�

ＢＳチャンネル設定�

ＢＳアンテナレベル表示�

ＴＶチャンネル合わせ�

止めたいときはメニューを押してください�

再生�

決定�

で選び、決定を押してください�

ＢＳチャンネル設定�

自動� で選び、�

自動� で設定して�

自動� 決定を押して�

自動� ください�

自動�

自動� 止めたいときは�

自動� メニューを押し�

自動� てください�

ＢＳ� １ �

ＢＳ� ３ �

ＢＳ� ５ �

ＢＳ� ７ �

ＢＳ� ９ �

ＢＳ�１ １ �

ＢＳ�１ ３ �

ＢＳ�１ ５ �

切�

切�

切�

切�

切�

切�

切�

切�

デコーダー�

デコーダー�

デコーダー�

デコーダー�

デコーダー�

デコーダー�

デコーダー�

デコーダー�

再生�

決定�

ＢＳチャンネル設定�

自動� で選び、�

自動� で設定して�

自動� 決定を押して�

自動� ください�

自動�

自動� 止めたいときは�

自動� メニューを押し�

自動� てください�

ＢＳ� １ �

ＢＳ� ３ �

ＢＳ� ５ �

ＢＳ� ７ �

ＢＳ� ９ �

ＢＳ�１ １ �

ＢＳ�１ ３ �

ＢＳ�１ ５ �

切�

切�

切�

切�

切�

切�

切�

切�

デコーダー�

デコーダー�

デコーダー�

デコーダー�

デコーダー�

デコーダー�

デコーダー�

デコーダー�

再生�

決定�

不要なチャンネルをとばす
（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。
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1

2

BSデコーダーにビットストリーム入力端子
がないときまたはSt.GIGAを受信するとき
「BSチャンネル設定」で「BS5」を「デコーダー」に
します。

1 メニュー/予約ボタンを押して、V/vで「チャンネ
ル/BS設定」を選び、決定ボタンを押す。

2 V/vで「BSチャンネル設定」を選び、決定ボタン
を押す。

3 V/vで「BS5」を選び、B/bで「デコーダー」を選
ぶ。

4 決定ボタンを押す。

ご注意
• 本機のデコーダー入力端子にBSデコーダー
（WOWOW）をつなぐと、MUSE-NTSCコンバーター
をつなぐことはできません。

l：映像・音声信号の流れ

デコーダーやケーブル
テレビなどをつなぐ

BSデコーダー（WOWOW）をつなぐ

WOWOWと受信契約すると送られてくるBSデ
コーダーをつなぐと、お買い上げ時のBSチャンネル
設定のままで、WOWOWを見ることができます。
この接続のほかに、BSアンテナをつないでください
（ 11、14ページ）。
BSデコーダーの取扱説明書もあわせてご覧くださ
い。

映像コード（別売り）

* BSデコーダーにビットストリーム
入力端子がないときは、この接続は

不要です。このときは、メニューの

「BSチャンネル設定」で「BS5」を
「デコーダー」にしてください。

映像・音声コード
（別売り）

BSデコーダー
に付属の映像
コード

映像・
音声コード
（別売り）

本機後面

テレビ

テレビがBSチューナー内蔵のとき
この接続をすると、テレビのBSチューナーでも
WOWOWを見ることができます。
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デコーダーやケーブルテレビなど
をつなぐ（つづき）

MUSE-NTSC�
コンバーター�

映像� S映像�

入力1

音声　�左　�右�

BS�
ビデオ�
出力�

（白）�（赤）�

映像�

（黄）�

S映像�

（黒）�

右        左　�

M-Nコンバーター内蔵�
ハイビジョンテレビ�

音声　�

出力1�
（画面表示有）�
（外部機器へ）�

（黄）�（黒）�（白）�（赤）�

M-Nコンバーター内蔵のハイビジョ
ンテレビ・MUSE-NTSCコンバー
ターをつなぐ

ハイビジョンテレビまたはMUSE-NTSCコンバー
ターをつなぐと、ハイビジョン放送を受信すること
ができます。ただし、テレビ放送の画質に変換され
るため、ハイビジョン放送本来の画質より劣りま
す。
テレビまたはコンバーターの取扱説明書もあわせて
ご覧ください。

M-Nコンバーター内蔵のハイビジョンテレ
ビのとき

本機後面

S映像・音声コード
（別売り）

l：映像・音声信号の流れ

ちょっと一言
• S映像・音声コードのかわりに、映像・音声コードでハ
イビジョンテレビをつなぐこともできます。

• 本機の入力1端子にS映像コードをつないだときは、メ
ニューの「各種設定」の「一般設定2」（WV-DR5は「一
般設定」）で「映像入力1」を「S映像」にします（ 48
ページ）。

MUSE-NTSCコンバーターのとき

本機後面

MUSE-NTSC
コンバーターに
付属の映像コード

映像・音声
コード（別売り）

l：映像・音声信号の流れ

ご注意
• 本機のデコーダー入力端子にMUSE-NTSCコンバー
ターをつなぐと、BSデコーダー（WOWOW）をつなぐ
ことはできません。

ハイビジョン放送を受信するには
メニューの「BSチャンネル設定」で「BS9」を「デ
コーダー」にします。

1 メニュー/予約ボタンを押して、V/vで「チャンネ
ル/BS設定」を選び、決定ボタンを押す。

2 V/vで「BSチャンネル設定」を選び、決定ボタン
を押す。

3 V/vで「BS9」を選び、B/bで「デコーダー」を選
ぶ。

4 決定ボタンを押す。
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CATVチューナー�

映像� S映像�

入力1

音声　�左　�右�

出力1�
（画面表示有）�
（外部機器へ）�

（黄）�（黒）�（白）�（赤）�

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 本機のビデオチャンネル＋/－ボタンを押して、ビ
デオ本体の表示窓に「L1」または「L2」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、 V/vで「チャン
ネル/BS設定」を選び、決定ボタンを押す。

3 V/vで「TVチャンネル合わせ」を選び、決定ボタ
ンを押す。

4 V/vで「受信する放送」を選び、 B/bで「CATV」
を選ぶ。

5 ビデオチャンネル＋/－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 V/vで「受信チャンネル」を選び、 B/bで受信し
たいチャンネルの番号（例：C30）を入れる。

7 手順5と6を繰り返して、チャンネルを合わせて
いく。

8 決定ボタンを押す。

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。

映像・音声コード
（別売り）

l：映像・音声信号の流れ

本機後面
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映像� S映像�

入力1

音声　�左　�右�

出力1�
（画面表示有）�
（外部機器へ）�

（黄）�（黒）�（白）�（赤）�

出力�

右ー音声ー左�

（白）�（赤）�

映像�

（黄）�

S映像�

（黒）�

デジタルCSチューナー�

デジタルCSチュー
ナーをつなぐ

デジタルCSチューナーをつないで、デジタルCS放
送局と受信契約すると、本機でデジタルCS放送を
録画できます。
必ず本機の入力1端子につないでください。
入力1端子につながないと、デジタルCSシンクロ録
画ができません。
本機は録画防止機能（コピーガード）に対応してい
ます。デジタルCSチューナーを本機に接続して番
組を視聴する場合、番組によっては録画機能の作動
の有無にかかわらず視聴のみでも画面が乱れます。
この場合、デジタルCSチューナーを直接テレビに
つないでください。
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映像コードを使うときは
メニューの「各種設定」の「一般設定2」（WV-DR5
は「一般設定」）で「映像入力1」を「S映像」にしま
す（ 48ページ）。
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。

ちょっと一言
• 番組予約機能のある機器（CATVチューナーなど）から
予約録画をするときも、デジタルCSチューナーと同じ
ように、本機の入力1端子につなぎます。

ご注意
• 本機のDV端子とi.LINK対応デジタルCSチューナーの

i.LINK端子をつないでも、デジタルCS放送を録画する
ことはできません。

l：映像・音声信号の流れ

映像・音声コード
（別売り）

必ず入力1
端子につ
ないでく
ださい

本機後面

S映像コード
（別売り）
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テレビのメーカー メーカー番号

ソニー（ マーク付き） P：1（お買い上げ時の設定）

松下電器1*1 P：2

東芝 P：3

日立製作所 P：4

三菱電機 P：5

日本ビクター P：6

三洋電機1*1 P：7

シャープ1*1 P：8

NEC P：9

パイオニア *2 P：10

富士通ゼネラル P：11

ソニー（ マーク無し）*2 P：12

松下電器2 *1 P：13

フナイ（PRECIOUS） P：14

三洋電機2 *1 P：15

シャープ2 *1 P：16

アイワ P：17

三星（SAMSUNG） P：18

*1 メーカー番号「P：2」「P：7」「P：8」で操作できない
ときは同じメーカーのもう1つの番号（「P：13」
「P：15」「P：16」）にしてください。

*2 入力切換ボタンは使えません。

各社のテレビに使えるボタン

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、リモコンモード
（ 6ページ）およびテレビのメーカー番号を合わせ直
してください。

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
マーク付きテレビを操作できるよう設定されてい
ます。

TVメーカー設定ボタンをボールペンの
先などで押したまま、ビデオチャンネ
ル+/–ボタンを押して、テレビのメー
カー番号を選ぶ。
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P：3に合わせるときは、
「P：3」をリモコンの表示窓に出す

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

ワイド切換ボタン
ワイドテレビの画面モード
を切り換えます。

TVメーカー設定
ボタン

ビデオチャンネル
＋/－ボタン

タイマー予約�

午前／午後� 毎週� 戻し� 転送�

標準／3倍�
SP／LP 入力切換�

ビデオ�
チャンネル�

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0
TV／独立� TVメーカー設定�

Gコード予約�

日� 月� 火�

水� 木� 金�

土� 月ー金� 月ー土�

日ー土�

録画� X2スロー� 取消し／リセット�DVタイトル�

カセット�
取出し�

電 源�テレビ／�
ビデオ�

�
画面表示�

ふたを�

開ける�

ビデオ�
チャンネル�

TVメーカー設定�

リモコンの表示窓
押したまま

カセット�
取出し�

電 源�テレビ／�
ビデオ�

�
画面表示�

カウンター／�
残量�リモコンモード� 入力切換�

音量� チャンネル�

電源�

チャンネル�

DVデータ表示�

録画� X2スロー� 取消し／リセット�

テレビ�予約録画�
入／切�

入力切換� 音声切換�
標準／3倍�
SP／LP お帰りなサーチ� ワイド切換�

DVサーチ選択�

頭出し�

DVタイトル�
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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。

2 V/vで「チャンネル/BS設定」を選び、決
定ボタンを押す。

テレビ画面

2,3,4,5,6

1

3 V/vで「TVチャンネル合わせ」を選び、
決定ボタンを押す。

4 V/vで「チャンネル合わせ」を選び、B/b
で「手動」にする。

5 V/vで「微調整」を選び、 B/bで画面を見
ながらきれいに映るように調整する。

6 終わったら決定ボタンを押す。
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1からやり直してください。

受信状態を自動調整に戻すには
手順4で、V/vで「自動微調整」を選び、B/bで「入」
にします。

カセット�
取出し�

電 源�テレビ／�
ビデオ�

�
画面表示�

カウンター／�
残量�リモコンモード� 入力切換�

音量� チャンネル�

電源�

チャンネル�

DVデータ表示�

録画� X2スロー� 取消し／リセット�

テレビ�

VHSDV

メニュー／予約�
CMカット／�
CM早送り�

一時停止�

停止�

再生�

決定�

巻戻し� 早送り�

予約録画�
入／切�

入力切換� 音声切換�
標準／3倍�
SP／LP お帰りなサーチ� ワイド切換�

DVサーチ選択�

頭出し�

DVタイトル�

メ ニ ュー�

予約設定／確認�

時刻合わせ�

予約録画の設定と予約�

内容の表示を行います�

カセットメモリー消去�

Ｇコード設定�

チャンネル／ＢＳ設定�

各種設定�

で選び、決定で決定　止めたいときはメニュー�

メニュー／予約　　　　�

チャンネル／ＢＳ設定�

ＢＳチャンネル設定�

ＢＳアンテナレベル表示�

ＴＶチャンネル合わせ�

止めたいときはメニューを押してください�

再生�

決定�

で選び、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� ６�

チャンネル合わせ�

一般放送�

自動�

受信する放送� ＣＡＴＶ�

手動�

止めたいときはメニューを押してください�

で選び、� で設定してください�

再生�

決定�

ＴＶチャンネル合わせ� 表示チャンネル� ６�

止めたいときはメニューを押してください�

で選び、� で設定してください�

チャンネル合わせ�

一般放送�

自動�

受信する放送� ＣＡＴＶ�

手動�

５６�受信チャンネル�

する�チャンネルとばし� しない�

入�自動微調整� 切�

微調整�

再生�

決定�

ＴＶチャンネル合わせ� 表示チャンネル� ６�

チャンネル合わせ�

一般放送�

自動�

受信する放送� ＣＡＴＶ�

手動�

５６�受信チャンネル�

する�チャンネルとばし� しない�

入�自動微調整� 切�

微調整�

で選び、� で設定してください�

再生�

決定�
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テレビ画面

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 V/vで「各種設定」を選び、 決定ボタンを
押す。

5 V/vで変更したい設定を選び、 決定ボタ
ンを押す。

6 V/vで設定したい項目を選び、 B/bで設定
する。設定が終わったら、決定ボタンを
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。

2

4,5,6

3

カセット�
取出し�

電 源�テレビ／�
ビデオ�

�
画面表示�

カウンター／�
残量�リモコンモード� 入力切換�

音量� チャンネル�

電源�

チャンネル�

DVデータ表示�

録画� X2スロー� 取消し／リセット�

テレビ�

VHSDV

メニュー／予約�
CMカット／�
CM早送り�

一時停止�

停止�

再生�

決定�

巻戻し� 早送り�

予約録画�
入／切�

入力切換� 音声切換�
標準／3倍�
SP／LP お帰りなサーチ� ワイド切換�

DVサーチ選択�

頭出し�

DVタイトル�

メ ニ ュー�

予約設定／確認�

時刻合わせ�

予約録画の設定と予約�

内容の表示を行います�

カセットメモリー消去�

Ｇコード設定�

チャンネル／ＢＳ設定�

各種設定�

で選び、決定で決定　止めたいときはメニュー�

メニュー／予約　　　　�

各種設定�

一般設定１�

ＶＨＳ設定１�

アンテナ切りかえ�

自動ステレオ受信�

ＤＶ設定�

ＶＨＳ設定２�

一般設定２�

で選び、決定で決定　止めたいときはメニュー�

自動画面表示�

電源コンセント�

を設定します�

再生�

決定�

各種設定�

一般設定�

ＤＶ設定�

アンテナ切りかえ�

自動ステレオ受信�ＶＨＳ設定�

で選び、決定で決定　止めたいときはメニュー�

自動画面表示�

電源コンセント�

映像入力１�

自動電源切り�

を設定します�

再生�

決定�

止めたいときはメニューを押してください�

で選び、� で設定して、決定を押してください�

ＤＶ設定�

日付／カメラ�

入力の音声記録�

カセットメモリーサーチ�自動�

１２ビット�

切�

１６ビット�

日付�ＤＶデータコード�

音声ミックス調整�

ステレオ１� ステレオ２�

WV-DR9/WV-DR7

「DV設定」を選んだとき

WV-DR5
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お買い上げ時の設定を変える
（つづき）

各設定の内容

●はお買い上げ時の設定です。

一般設定
• WV-DR9/WV-DR7
「一般設定1」

「一般設定2」

• WV-DR5
「一般設定」

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。

自動ステレオ受信

●入 ステレオ放送がステレオで聞ける（通常
はこの位置にする）。

切 ステレオ放送でもモノラルになる（雑音
が多いときにこの位置にする）。

止めたいときはメニューを押してください�

で選び、� で設定して、決定を押してください�

一般設定１�

切�

自動ステレオ受信�

自動�

入�

アンテナ切りかえ� 手動�

切�

入�自動画面表示�

電源コンセント� 連動� 非連動�

止めたいときはメニューを押してください�

で選び、� で設定して、決定を押してください�

一般設定２�

切�

自動電源切り�

映像�

２時間�

映像入力１� Ｓ映像�

６時間�

入�録画ＤＮＲ�

切�

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）。

電源コンセント

連動 本機後面の電源コンセントにつないだ機
器の電源を、本機の電源の入/切と同時
に入/切する。

●非連動 本機後面の電源コンセントにつないだ機
器に、本機の電源の入/切に関係なく常
に電源を供給する。

映像入力1

●映像 入力1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1端子にS映像コードをつないだと
きにこの位置にする。

自動電源切り

2時間 2時間動作しないと、自動的に電源が切
れる。

6時間 6時間動作しないと、自動的に電源が切
れる。

●切 動作しない時間が長くても、電源が自動
的に切れない。

録画DNR（WV-DR9/WV-DR7のみ）

入 テレビ放送（VHF/UHF）にノイズがあ
るとき、ノイズを軽減して録画する。
ノイズがないときこの位置にすると、不
自然な画質で録画されることがある。

●切 テレビ放送をそのままの画質で録画する
（通常はこの位置にする）。

止めたいときはメニューを押してください�

で選び、� で設定して、決定を押してください�

一般設定�

切�

自動ステレオ受信�

自動�

入�

アンテナ切りかえ� 手動�

切�

入�自動画面表示�

電源コンセント�

自動電源切り�

映像入力１�

連動� 非連動�

S 映像�映像�

２時間� ６時間�切�
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VHS設定
• WV-DR9/WV-DR7
「VHS設定1」

「VHS設定2」

• WV-DR5
「VHS設定」

S-VHSテープ録画（WV-DR9/WV-DR7のみ）

●S-VHS S-VHSテープにS-VHS方式で録画す
る。

VHS S-VHSテープにVHS方式で録画する。

VHSテープ録画（WV-DR9/WV-DR7のみ）

S-ET VHSテープにS-VHS ET方式（S-VHS
の画質）で録画する。

●VHS VHSテープにVHS方式で録画する。

S-ET再生（WV-DR9/WV-DR7のみ）

●自動 S-VHS ET方式を自動判別して再生する
（通常はこの位置にする）。

切 VHS方式で再生する。VHS方式で録画
したテープを再生したとき、画像が乱れ
て、ビデオ本体のS-VHS ET表示が点灯
するときは、この位置にする。

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*2する（通常はこ
の位置にする）。

切 APCは働かない。

音声ミックス

入 アフレコした音声と元の音声を同時に聞
くときにこの位置にする。

●切 通常はこの位置にする。

TBC（WV-DR9/WV-DR7のみ）

●入 再生画の横ゆれを抑えた安定した画像に
する（デジタルTBC）。

切 通常の再生画にする。

テープ残量切りかえ*3

●自動 通常はこの位置にする。

180 180分テープ使用時にこの位置にする。

クロマキラー（WV-DR9/WV-DR7のみ）

入 画像が白黒で録画されたテープを再生す
るときにこの位置にする。また、白黒で
録画したいときや白黒で再生したいとき
にこの位置にする。
使用後は、必ず「切」に戻す。

●切 通常はこの位置にする。

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。

止めたいときはメニューを押してください�

で選び、� で設定して、決定を押してください�

ＶＨＳ設定１�

切�

ＶＨＳテープ録画�

Ｓ－ＶＨＳ�

Ｓ－ＥＴ�

Ｓ－ＶＨＳテープ録画� ＶＨＳ�

ＶＨＳ�

自動�Ｓ－ＥＴ再生�

切�入�ＡＰＣ�

入�音声ミックス� 切�

入�ＴＢＣ� 切�

止めたいときはメニューを押してください�

で選び、� で設定して、決定を押してください�

ＶＨＳ設定２�

切�

クロマキラー�

自動�

入�

テープ残量切りかえ� １８０�

切�

入�ピッタリ録画�

自動�マイテープメモリー� 手動�

自動�お帰りなサーチ� 手動�

止めたいときはメニューを押してください�

で選び、� で設定して、決定を押してください�

ＶＨＳ設定�

音声ミックス�

入�

入�

ＡＰＣ� 切�

切�

自動�テープ残量切りかえ� １８０�

入�ビッタリ録画� 切�

自動�マイテープメモリー� 手動�

自動�お帰りなサーチ� 手動�
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DV設定

カセットメモリーサーチ

●自動 カセットメモリー付きのDVテープで、
場面を一覧表示して頭出しできる（通常
はこの位置にする）。

　切 テープ上の頭出し信号を使って、前後の
場面を順に頭出ししたいときにこの位置
にする。

入力の音声記録

●12ビット 本機の入力1端子または入力2端子につ
ないだ機器から録画するとき、または本
機でVHSからDVへダビングするとき、
他機を使ってアフレコするときのため
に、2つの音声領域を作る。

　16ビット 本機の入力1端子または入力2端子につ
ないだ機器から録画するとき、または本
機でVHSからDVへダビングするとき、
高品質な音声を記録したい場合はこの位
置にする。

DVデータコード

日付 DVデータ表示ボタンを押したとき、日
付データのみを表示させたい場合はこの
位置にする。

●日付/ DVデータ表示ボタンを押したとき、
　カメラ 日付データまたはカメラデータを表示す

る。

音声ミックス調整

●ステレオ（12ビットで記録したときのみ）近づけ
1 ると、元の音声が強くなる。

ステレオ 近づけると、アフレコした音声が強くな
　2 る。

*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。

*2 録画一時停止中にビデオ本体の「APC」表示が点滅す
るときは、録画zボタンを押します。「APC」表示が
点滅から点灯に変わります。これを確かめてから録画
を始めてください。点滅した状態で録画を始めても、

APCは働きません。
*3 テープの種類によっては残量表示が正しく表示されな
いことがあります。

止めたいときはメニューを押してください�

で選び、� で設定して、決定を押してください�

ＤＶ設定�

日付／カメラ�

入力の音声記録�

自動�

１２ビット�

カセットメモリーサーチ� 切�

１６ビット�

日付�ＤＶデータコード�

音声ミックス調整�

ステレオ１� ステレオ２�

マイテープメモリー

自動 カセットを入れたときまたは、番組の内
容を保存しないでカセットを取り出した
ときに、マイテープメモリー画面を自動
的にテレビ画面に表示する。

●手動 マイテープメモリー画面は自動的には表
示されない。

お帰りなサーチ

自動 お帰りなサーチ画面を、予約録画および
デジタルCSシンクロ録画のあと、ビデ
オの電源を入れたときに自動的にテレビ
画面に表示する。

●手動 お帰りなサーチ画面は自動的には表示さ
れない。

お買い上げ時の設定を変える
（つづき）
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操作音を鳴らす

本機の電源を入/切したとき、および録画が始まると
きに、次のような操作音を鳴らすことができます。

動作

電源が入る。

電源が切れる。

録画が始まる。

ビデオ本体のカセット取出しZボタン
（VHS）を3秒以上押す。
「ピッ」と音がして、操作音が鳴る状態になり
ます。

VHSカセットが入っているときは、カセット
を取り出してから、カセット取出しZボタン
（VHS）を押してください。

操作音を消すには
ビデオ本体のカセット取出しZボタン（VHS）を3秒
以上押します。
「ピピッ」と鳴って、操作音が鳴らなくなります。

ちょっと一言
• 時計を合わせていないときは、操作音の設定にかかわら
ず、電源を入れたとき「ピピピッ」と鳴ります。

カセット取出しZボタン（VHS）

操作音

「ピッ」

「ピピッ」

「ピッ」

とびらを�

開ける�

カセット取出し�
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リモコン乾電池交換 5
リモコンモード　6
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AFC入力端子　42
APC（VHSのみ）　49
BSアンテナ　14

BSアンテナの向きを調節する　15
BSデコーダー　41
BS-IF入出力端子　11
CATV 43
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S-VHS　49
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VHF/UHF入出力端子　8
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アンテナ切りかえ　13、48

　カ行　

ガイドチャンネル 23、35
「各種設定」　47
ケーブルテレビ 43
検波入出力端子 41、42
コンバーター用電源スイッチ 11、
14

　サ行　

「時刻合わせ」　21
ジャストクロック　22
受信チャンネル　33
出力2端子　12

　タ行　

地域番号 23、28
「チャンネル/BS設定」

自動チャンネル合わせ 20
手動チャンネル合わせ 32

チャンネル切換スイッチ　13
チャンネルとばし　38
デコーダー入力端子　41、42
デジタルCSチューナー 44
電源コード　17
電源コンセント　17
電源入力端子　17
時計合わせ　21

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）�

「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。�

Printed in Japan

Gコード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。

この説明書は再生紙を使用しています。


