
映像機器：テレビ

デジタルテレビ（地上デ
ジタル・BSデジタル・
110度 CSデジタル
チューナー内蔵テレビ）
ソニー

本機のボタン表示
対応する機能

基本 シフト
TV電源 電源
電源 電源
TV入力切換 入力切換
音声切換 音声切換 字幕
オフタイマー オフタイマー
ワイド切換 ワイド切換
2画面表示 2画面表示 映像
 �地上アナログ /
地上デジタル /
BS/CS

地上アナログ / 
地上デジタル /
BS/CS

1~9 1~9
10(0) 10/0
11 11/枝番
12 12/選局
10キー 10キー
音量＋ /－ 音量＋ /－
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
HDD/BD ジャンプ お好み選局
消音 消音
d（連動データ） d（連動データ） ラジオ /データ
青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
3D 3D
リンクメニュー リンクメニュー お気に入り
アクトビラ アクトビラ アプリキャスト
番組表 番組表 現在番組表
画面表示 画面表示 番組説明
戻る 戻る 消去
   /  /  /  /
決定

カーソル移動 / 
決定

ホーム/メニュー ホーム /メニュー

オプション オプション / 
ツール 予約する

シアター シアター
録画リスト 録画リスト
 早戻し
 再生
 早送り
 録画
 停止
 一時停止 メモ
 前
 次
 フラッシュ戻し
 フラッシュ送り

パナソニック（松下電器）

本機のボタン表示
対応する機能

基本 シフト
TV電源 電源
電源 電源
TV入力切換 入力切換
音声切換 音声切換 字幕

オフタイマー オフタイマー
らくらくアイコン

ワイド切換 画面モード
2画面表示 2画面 映像切換
 �地上アナログ /
地上デジタル /
BS/CS

地上アナログ / 
地上デジタル /
BS/CS

1~10（/0） 1~10
11 11/*
12 12/#

10キー チャンネル番号入
力

音量＋ /－ 音量＋ /－
チャンネル＋ /－ チャンネル∧ /∨
HDD/BD 前選局
消音 消音

d（連動データ） d（データ） サービス切換 
番組ナビ

青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
リンクメニュー ビエラリンク
番組表 番組表
画面表示 画面表示 番組内容
戻る 戻る 元の画面
   /  /  /  /
決定

カーソル移動 / 
決定

ホーム/メニュー メニュー
V

オプション S（サブメニュー） ?（ガイド）
録画リスト 録画一覧
 サーチ /スロー
 再生、1.3倍速
 サーチ /スロー
 録画
 停止
 一時停止 番組キープ
 30秒スキップ

東芝

本機のボタン表示
対応する機能

基本 シフト
TV電源 電源
電源 電源
TV入力切換 入力切換
音声切換 音声切換 字幕
オフタイマー オフタイマー
ワイド切換 画面サイズ
 �地上アナログ /
地上デジタル /
BS/CS

地上アナログ / 
地上デジタル /
BS/CS

1~12 1~12

10キー
CH番号入力
サーチ
BS…

音量＋ /－ 音量＋ /－
チャンネル＋ /－ チャンネル∧ /∨
消音 消音
d（連動データ） d メディア
青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
リンクメニュー レグザリンク
アクトビラ ブロードバンド
番組表 番組表 ミニ番組表
画面表示 表示 番組内容
戻る 戻る 終了
  /   /  《 / 》
  /   / 
決定 決定
ホーム/メニュー ホームメニュー
オプション クイック 設定メニュー
シアター おまかせ映像

録画リスト 録画リスト
機器操作

 早戻し

 再生、ちょっとタ
イム再生

 早送り、早見早聞
 録画
 停止
 一時停止 静止
 前
 次
 ≪
 ≫

日立

本機のボタン表示
対応する機能

基本 シフト
TV電源 電源
電源 電源
TV入力切換 入力切換
音声切換 音声切換 メニュー（字幕）
オフタイマー オフタイマー
 �地上アナログ /
地上デジタル /
BS/CS

地上アナログ / 
地上デジタル /
BS/CS

1~10（/0） 1~10
11 11/*
12 12/#

10キー チャンネル番号入
力 スイーベル

音量＋ /－ 音量＋ /－
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
消音 消音

d（連動データ） d（データ）
テレビ /ラジオ /
データ
べんり

青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
リンクメニュー Woooリンク

アクトビラ ネット 
アクトビラ

番組表 番組表 裏番組

画面表示 画面表示 番組説明
詳細

戻る 戻る
   /  /  /  /
決定

カーソル移動 / 
決定

ホーム/メニュー メニュー（字幕）
オプション べんり（Gコード）
録画リスト 録画番組

 サーチ－ / 
スロー－

 再生

 サーチ＋ / 
スロー＋

 録画
 停止
 一時停止

 スキップ－／
コマ送り－

 スキップ＋／
コマ送り＋


10秒バック
HDD/iＶＤＲ
録画モード /残量

 30秒スキップ
番組検索

三菱

本機のボタン表示
対応する機能

基本 シフト
TV電源 電源
電源 電源
開 /閉 トレイ　開 /閉
TV入力切換 入力切換
音声切換 音声切換 字幕
オフタイマー オフタイマー
ワイド切換 画面サイズ
2画面表示 2画面　入 /切 映像切換
 �地上アナログ /
地上デジタル /
BS/CS

地上アナログ / 
地上デジタル /
BS/CS

1~10（/0） 1~10
11 11/*
12 12/#
10キー 番号入力
音量＋ /－ 音量∧ /∨
チャンネル＋ /－ チャンネル∧ /∨
HDD/BD 前選局
消音 消音
d（連動データ） d（データ） 番組ナビ
青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
リンクメニュー リンク操作
アクトビラ アクトビラ

番組表 番組表 
予約する /番組表

裏番組 
詳細予約

画面表示 画面表示 番組内容
番組説明

戻る 戻る 消去
   /  /  /  /
決定

カーソル移動 / 
決定

ホーム/メニュー メニュー
オプション サブメニュー 使い方ナビ

シアター エコモードセン
サー

録画リスト 再生リスト /見る
 早戻し
 再生
 早送り
 一発録画
 停止
 一時停止 /静止画 番組ポーズ
 前
 次
 チョット戻し
 30秒スキップ

ビクター（JVC）
本機のボタン表示

対応する機能
基本 シフト

TV電源 電源
電源 電源
TV入力切換 入力切換
音声切換 音声切換
オフタイマー オフタイマー
ワイド切換 ワイド
2画面表示 マルチビュー
 �地上アナログ /
地上デジタル /
BS/CS

地上アナログ / 
地上デジタル /
BS/CS

1~11 1~11
12 12/選局
10キー 番号入力
音量＋ /－ 音量＋ /－
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
消音 消音

d（連動データ） d（データ放送） BSメディア切換
サービス切換

青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
番組表 週間番組表

画面表示 画面表示 番組内容 
番組説明

戻る 戻る
   /  /  /  /
決定

カーソル移動 / 
決定

ホーム/メニュー テレビメニュー

サンヨー

本機のボタン表示
対応する機能

基本 シフト
TV電源 電源
電源 電源
TV入力切換 入力切換
音声切換 音声切換
オフタイマー オフタイマー
2画面表示 映像切換
 �地上アナログ /
地上デジタル /
BS/CS

地上アナログ / 
地上デジタル /
BS/CS

1~12 1~12

10キー チャンネル番号入
力

音量＋ /－ 音量＋ /－
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
消音 消音

d（連動データ） d（連動データ） テレビ /ラジオ /
データ

青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
番組表 番組表

画面表示 画面表示 番組説明
番組内容

戻る 戻る
   /  /  /  /
決定

カーソル移動 / 
決定

ホーム/メニュー メニュー
オプション デジタルメニュー

シャープ

本機のボタン表示
対応する機能

基本 シフト
TV電源 電源
電源 電源
TV入力切換 入力切換
音声切換 音声切換 字幕
オフタイマー オフタイマー
ワイド切換 画面サイズ
2画面表示 2画面 映像切換
 �地上アナログ /
地上デジタル /
BS/CS

地上アナログ / 
地上デジタル /
BS/CS

1~12 1~12
10キー 3桁入力
音量＋ /－ 音量大 /小
チャンネル＋ /－ 選局∧ /∨
HDD/BD お好み選局 /登録
消音 消音

d（連動データ） d（連動データ） テレビ /ラジオ /
データ

青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄

リンクメニュー ファミリンク　機
能選択

アクトビラ インターネット
番組表 番組表 裏番組
画面表示 画面表示 番組情報
戻る 戻る 終了
   /  /  /  /
決定

カーソル移動 / 
決定

ホーム/メニュー メニュー

オプション 視聴メニュー /
ディスク

BD状態 /ポップ
アップメニュー

シアター AVポジション

録画リスト 録画リスト / 
トップメニュー

 早戻し
 再生
 早送り
 録画
 停止
 一時停止 静止画
 前
 次
 10秒戻し
 30秒送り

パイオニア

本機のボタン表示
対応する機能

基本 シフト
TV電源 電源
電源 電源
TV入力切換 入力切換
音声切換 音声切換
オフタイマー オフタイマー
2画面表示 2画面 映像
 �地上アナログ /
地上デジタル /
BS/CS

地上アナログ / 
地上デジタル /
BS/CS

1~12 1~12
10キー 数字選局
音量＋ /－ 音量＋ /－
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
消音 消音

d（連動データ） d（データ） メディア
サービス切換

青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
リンクメニュー KURO LINK
番組表 番組表 快速番組サーチ

画面表示 画面表示 番組情報 
番組内容

戻る 戻る 元の画面
   /  /  /  /
決定

カーソル移動 / 
決定

ホーム/メニュー ホームメニュー
メニュー

シアター 画質・音質

アナログテレビ（地上ア
ナログ・アナログ BS
チューナー内蔵テレビ）

本機のボタン表示 対応する機能
TV電源 電源オン /オフ
電源 電源オン /オフ
TV入力切換 入力切り換え
音声切換 二重音声放送の切り換え
オフタイマー スリープタイマー
ワイド切換 ワイド画面の切り換え
地上アナログ テレビ画面への切り換え

BS アナログ BS放送への切り換
え

1~9 1~9
10（/0） 10キー選択の場合は 0
11~12 11~12
音量＋ /－ 音量　大：＋ /小：－
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－

HDD/BD ひとつ前の選局チャンネル
に戻る

消音 消音

青 /赤 /黄 アナログ BS放送の選局
5/7/11

画面表示 テレビの画面表示切り換え

  /  /  /  カーソルを上 /下 /左 /右
へ移動

決定 選択項目の実行
ホーム /メニュー メニュー表示
 コンポーネント入力 1を選択
 コンポーネント入力 2を選択
 コンポーネント入力 3を選択

 コンポーネント入力の切り
換え

 AVマルチ入力を選択
 ビデオ入力 1を選択
 ビデオ入力 4を選択
 ビデオ入力 2を選択
 ビデオ入力 3を選択

ビデオ一体型テレビ（地
上アナログ・アナログ BS
チューナー内蔵テレビ）

本機のボタン表示 対応する機能
TV電源 電源オン /オフ
電源 電源オン /オフ
TV入力切換 入力切り換え
音声切換 二重音声放送の切り換え
オフタイマー スリープタイマー
ワイド切換 ワイド画面の切り換え
地上アナログ テレビ画面への切り換え

BS アナログ BS放送への切り換
え

1~9 1~9
10（/0） 10キー選択の場合は 0
11~12 11~12
音量＋ /－ 音量　大 /小
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－

HDD/BD ひとつ前の選局チャンネル
に戻る

消音 消音

青 /赤 /黄 アナログ BS放送の選局
5/7/11

画面表示 テレビの画面表示切り換え

  /  /  /  カーソルを上 /下 /左 /右
へ移動

決定 選択項目の実行
ホーム /メニュー メニュー表示
 巻戻し
 再生
 早送り
 録画
 停止
 一時停止
 ビデオ入力 1を選択
 ビデオ入力 4を選択
 ビデオ入力 2を選択
 ビデオ入力 3を選択

映像機器：レコーダー、 
プレーヤー、ビデオ

ブルーレイディスクレ
コーダー
ソニー

本機のボタン表示
対応する機能

基本 シフト
電源 電源
開 /閉 開 /閉
音声切換 音声切換 字幕
オフタイマー クリア
ワイド切換 映像切換
2画面表示 入力切換 時間表示
 �地上アナログ /
地上デジタル /
BS/CS

地上アナログ / 
地上デジタル /
BS/CS

1~10（/0） 1~10
11 11/枝番
12 12/選局 /確定
10キー 10キー
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－ ズーム＋ /－
HDD/BD HDD/DISC
d（連動データ） d（連動データ）

青 青 インデックス書
込

赤 赤 インデックス消
去

緑 緑 ワープ 
シーンサーチ

黄 緑 録画モード

3D ポップアップ /
DVDメニュー

リンクメニュー 見る

アクトビラ DVDトップメ
ニュー

番組表 番組表 予約する
画面表示 画面表示 番組説明
戻る 戻る カーソルモード
   /  /  /  /
決定

カーソル移動 / 
決定

ホーム/メニュー ホーム
オプション オプション
シアター カーソルモード
録画リスト タイトルリスト
 早戻し
 再生
 早送り
 録画
 停止
 ＋ / ＋ 


録画停止 / 
録画一時停止

 一時停止
 前
 次
 フラッシュ戻り インデックス－
 フラッシュ送り インデックス＋

パナソニック（松下電器）

本機のボタン表示
対応する機能

基本 シフト
電源 電源
開 /閉 開 /閉
音声切換 音声
オフタイマー 消去

ワイド切換 画面設定 /再生設
定

2画面表示 入力切換 ?（ガイド）
 �地上アナログ /
地上デジタル

地上アナログ / 
地上デジタル

 �BS BS 放送切換
 �CS CS 1/2
1~10（/0） 1~10
11 11（#/取り消し）
12 12（*）

10キー チャンネル番号入
力 /番号入力

チャンネル＋ /－ チャンネル∧ /∨

HDD/BD HDD/BD/SD切
換

HDD/BD ＋ 1 HDD切換
HDD/BD ＋ 2 BD/SD切換
d（連動データ） d（データ）
赤 /緑 赤 /緑

青 青 チャプター /チャ
プターマーク

黄 黄 録画モード

3D

再生ナビ（ポップ
アップメニュー）
プレイリスト（メ
ニュー）
サブメニュー

アクトビラ プログラムナビ /
トップメニュー

番組表 番組表 便利機能 /Gコー
ド

画面表示 画面表示 タイマー切 /入

戻る 戻る（リターン） 確認（予約）/予
約確認

   /  /  /  /
決定

カーソル移動 / 
決定

ホーム/メニュー 機能選択 / 
操作一覧

オプション
サブメニュー / 
プレイリスト（メ
ニュー） 

シアター 確認（予約）/ 
予約確認

 早戻し
 再生（1.3倍速）
 早送り
 録画
 停止
 一時停止
 前
 次
 便利機能
 30秒スキップ

三菱

本機のボタン表示
対応する機能

基本 シフト
電源 レコーダー電源
開 /閉 トレイ開 /閉
音声切換 音声 字幕
オフタイマー クリア /消去
ワイド切換 アングル
2画面表示 AVセレクト
地上アナログ アナログ /外部
地上デジタル 地上デジタル

BS BS/UHF/文字切
換

CS CS 1/2
1~10（/0） 1~10
11 11/毎週 /毎日 /#

12 12/延長 /≧
10/*

10キー 3桁入力
チャンネル＋ /－ チャンネル∧ /∨
HDD/BD HDD/DVD/ＳＤ
HDD/BD ＋ 1 HDD
HDD/BD ＋ 2 DVD
HDD/BD ＋ 3 SD
d（連動データ） レコーダー選択

青 青 /A-B チャプターマー
ク追加

赤 赤 チャプターマー
ク削除

緑 緑 /リピート サーチ
黄 黄 録画モード

3D DVDメニュー /
メニュー

リンクメニュー 見る

アクトビラ 再生リスト / 
トップメニュー

番組表 番組表 /予約する 予約（デジタル
放送）

画面表示 画面表示 番組内容

戻る リターン /戻る Gコード予約 /予
約画面

   /  /  /  /
決定

カーソル移動 / 
決定

ホーム/メニュー 機能一覧
オプション 簡単メニュー
シアター DVDダビング
録画リスト 見る

 早戻し /スロー戻
し

 再生

 早送り /スロー送
り

 録画 /オフタイ
マー録画

 停止
 一時停止
 前 /スキップ戻し
 次 /スキップ送り

 チョット戻し 簡易こま戻し / 
コマ送り縮小

 30秒スキップ コマ送り、コマ
送り拡大

シャープ

本機のボタン表示
対応する機能

基本 シフト
電源 電源
開 /閉 BDトレイ開 /閉
音声切換 音声切換 字幕

ワイド切換 映像 /アングル /
接続設定リセット

2画面表示 入力切換 バックライト
地上アナログ 地上アナログ
地上デジタル 地上デジタル
BS BS
CS CS　1/2
1~10（/0） 1~10
11 11/クリア
12 12/メモリ
10キー スタートメニュー
チャンネル＋ 選局∧ 再生設定

チャンネル－ 選局∨ テレビ /ラジオ /
データ

HDD/BD HDD/DVD/BD　
切り換え

d（連動データ） d（データ連動）
青 青 チャプターマーク
赤 赤

緑 緑 お好み再生 /Ｄ映
像 /HDMI変換

黄 黄 録画モード
3D DVDメニュー

アクトビラ 録画リスト / 
トップメニュー

番組表 予約 /番組表 Gコード
画面表示 画面表示
戻る 戻る 終了
   /  /  /  /
決定

カーソル移動 / 
決定

ホーム/メニュー スタートメニュー
シアター 終了

録画リスト オリジナル /プレ
イリスト

 早戻し
 再生
 早送り
 録画
 停止 /ライブ
 ＋ / 
 ＋ 

録画停止 / 
録画一時停止

 静止 /一時停止
 前
 次
 リプレイ DVDトレイ開 /閉
 30秒スキップ BDトレイ開 /閉

パイオニア

本機のボタン表示
対応する機能

基本 シフト
電源 電源
開 /閉 開 /閉
音声切換 音声切換 字幕
ワイド切換 映像 /アングル
2画面表示 入力切換 ナビマーク
地上アナログ 地上アナログ
地上デジタル 地上デジタル
BS 衛星 BS
CS 衛星 CS1/2
1~12 1~12
10キー CH3桁入力
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
HDD/BD HDD/DVD
HDD/BD ＋ 1 HDD
HDD/BD ＋ 2 DVD
HDD/BD ＋ 3
d（連動データ） d（データ連動）
青 青 チャプターマーク
赤 赤 i.LINK
緑 緑 プレイモード
黄 黄 録画モード
3D メニュー
リンクメニュー 予約 /確認

アクトビラ ディスクナビ /
トップメニュー

番組表 番組表 Gコード
画面表示 画面表示 番組情報
戻る 戻る 終了
   /  /  /  /
決定

カーソル移動 / 
決定

ホーム/メニュー ホームメニュー
オプション 気が利くナビ
シアター 予約 /確認
録画リスト ディスク一覧
 早戻し
 再生
 早送り
 録画
 停止
＋/ 
＋

録画停止 / 
録画一時停止

 一時停止
 前
 次

 CMバック コマ送り / 
スロー　[戻し ]

 CMスキップ コマ送り / 
スロー　[送り ]

DVDレコーダー
ソニー （メーカー番号：0403、0402、0401）

本機のボタン表示
対応する機能

基本 シフト
電源 電源
開 /閉 開 /閉
音声切換 音声切換 字幕
オフタイマー クリア
ワイド切換 映像切換
2画面表示 入力切換 時間表示
 �地上アナログ /
地上デジタル /
BS/CS

地上アナログ / 
地上デジタル /
BS/CS

1~10（/0） 1~10
11 11/枝番
12 12/選局 /確定
10キー 10キー
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
HDD/BD HDD/DVD
HDD/BD ＋ 1 HDD
HDD/BD ＋ 2 DVD
d（連動データ） d（連動データ） 予約リスト

青 青 チャプターマー
ク書込

赤 赤 チャプターマー
ク消去

緑 緑 シーンサーチ /ビ
ジュアルサーチ

黄 黄 録画モード
3D DVDメニュー
リンクメニュー サラウンド

アクトビラ DVDトップメ
ニュー

番組表 番組表 Gガイド
画面表示 画面表示 番組説明
戻る 戻る カーソルモード
   /  /  /  /
決定

カーソル移動 / 
決定

ホーム/メニュー ホーム /システム
メニュー おまかせまる録

オプション オプション 予約
シアター カーソルモード
録画リスト タイトルリスト シンクロ録画
 早戻し
 再生
 早送り
/ ＋ /
 ＋ 

録画 /録画停止 /
録画一時停止

 停止
 一時停止
 前 プログレッシブ
 次 ワープ
 フラッシュ戻し ズーム
 フラッシュ送り ズーム＋

ソニー （メーカー番号：0404、0405、0406）

本機のボタン表示
対応する機能

基本 シフト
電源 電源
開 /閉 取り出し
オフタイマー クリア
地上アナログ Gガイド
1~10（/0） 1~10
12 12/確定
HDD/BD ゲーム終了
d（連動データ） START
青 削除
赤 BS7
緑 ○（まる）
黄 BS11 録画モード
3D メニュー
リンクメニュー SELECT
アクトビラ トップメニュー
番組表 番組表 ビュー
画面表示 画面表示
戻る ×（戻る） リターン
   /  /  /  /
決定

カーソル移動 / 
決定

ホーム/メニュー ホーム
オプション △（オプション）
シアター リターン
 L2
 再生
 R2
 録画
 停止
 ＋ / 
 ＋ 

録画停止 / 
録画一時停止

 一時停止
 L1／前
 R1／次
 フラッシュ戻し L3
 フラッシュ送り R3

パナソニック（松下電器）

本機のボタン表示
対応する機能

基本 シフト
電源 電源
開 /閉 開 /閉

音声切換 音声 再生設定 /画面設
定

オフタイマー 消去
ワイド切換 放送 /入力

2画面表示 入力切換 /DVD
入力 ?（ガイド）

地上アナログ 地上アナログ
地上デジタル 地上デジタル
BS BS
CS CS　1/2
1~10（/0） 1~10
11 11/#/取り消し
12 12/*

10キー チャンネル番号入
力

チャンネル＋ /－ チャンネル∧ /∨

HDD/BD HDD/DVD/ 
SD切換

HDD/BD ＋ 1 HDD
HDD/BD ＋ 2 DVD
HDD/BD ＋ 3 SD

d（連動データ） d（データ） ポジションメモ
リー

赤 赤

青 青 チャプターマー
ク

緑 緑 タイムワープ
黄 黄 録画モード

3D
プレイリスト / 
メニュー 
サブメニュー

リンクメニュー 便利機能

アクトビラ
再生ナビ  
プログラムナビ /
トップメニュー

番組表 番組表 /Gガイド
/番組表 Gコード

画面表示 画面表示
戻る 戻る /リターン 予約確認
   /  /  /  /
決定

カーソル移動 / 
決定

ホーム/メニュー 操作一覧 /機能選
択 外部入力自動録画

オプション
プレイリスト / 
メニュー 
サブメニュー

タイマー切 /入

録画リスト レコーダー選択 ダビング
 早戻し
 再生 /1.3倍速
 早送り
 録画
 停止

 一時停止 /お好み
チャンネル

 スキップ前 タイマー　切 /入
 スキップ次 自動 CM送り
 コマ戻し
 30秒スキップ コマ送り

東芝

本機のボタン表示
対応する機能

基本 シフト
電源 電源

開 /閉 トレイ開 /閉
オープン /クローズ

音声切換 音声 /音多 字幕
オフタイマー クリア /修正 /削除 編集ナビ
ワイド切換 アングル
2画面表示 入力切換 残量表示
BS 放送切換
1 1 モード
2 2 早見早聞

3 3 i.LINK/録画延長、
延長

4 4 タイムバー
5 5 タイムスリップ
6~9 6~9
10（/0） 10/＋ 10/*
11 11/0
12 12/クリア /#
10キー CH番号入力
チャンネル＋ /－ チャンネル∧ /∨
HDD/BD HDD/DVD
HDD/BD ＋ 1 HDD
HDD/BD ＋ 2 DVD
d（連動データ） d（データ） メディア
青 青 チャプター
赤 赤 ズーム

緑 緑 サーチ /文字 / 
転送

黄 黄 録画モード
3D メニュー

リンクメニュー 設定メニュー / 
設定 /初期設定

アクトビラ トップメニュー モード
番組表 番組ナビ 撮るナビ
画面表示 表示切換 番組説明
戻る 戻る リターン
   /  /  /  /
決定

カーソル移動 / 
決定 《 /》 /≫ /≪

ホーム/メニュー 簡単メニュー / 
簡単ナビ

ワンタッチダビ
ング

オプション クイックメニュー フレーム／値変
更戻し

シアター 終了

録画リスト 見るナビ /ライブ
ラリ

W録
TS/VR
R1/R2

/ 早戻し /早送り
/ 再生 /録画
/ 停止 /一時停止

/ スキップ戻し / 
スキップ送り

コマ戻し /コマ送
り

 ワンタッチリプレ
イ スロー戻し

 ワンタッチスキッ
プ スロー送り

日立

本機のボタン表示
対応する機能

基本 シフト
電源 電源
開 /閉 開 /閉
音声切換 音声切換 字幕 /字幕切換
オフタイマー 放送切換

ワイド切換
レコーダー切換　
1/2
アングル

2画面表示 入力切換 おしえて
地上アナログ 地上アナログ /TV
 �地上デジタル /

BS/CS
地上デジタル /
BS/CS

1~12 1~12

10キー チャンネル番号入
力 /ABリピート

チャンネル＋ /－ チャンネル△ /▽
HDD/BD HDD/DVD
HDD/BD ＋ 1 HDD
HDD/BD ＋ 2 DVD
d（連動データ） d（連動データ）

青 青 /DVDメニュー
≪

マーカー
マーク

赤 赤 /トップメニュー
≫

緑 緑 /アングル
下スクロール タイムシフト

黄 黄
上スクロール 録画モード /残量

3D DVDメニュー
リンクメニュー 設定メニュー
アクトビラ リピート

番組表 番組表 Gコード /予約一
覧

画面表示 画面表示 ワケ録
戻る 戻る 予約一覧

   ジョグリング右回
転 /上スクロール

   ジョグリング左回
転 /下スクロール

  /  /決定  /  /決定 ≫ /≪

ホーム/メニュー ディスクナビゲー
ション

オプション べんり /機能
シアター ミルカモ
録画リスト ダビング
/ 早戻し /早送り

/// 再生 /停止 /録画
/一時停止

＋/＋


録画停止 /ちょっ
と待って


スキップ /コマ戻
し
前チャプター


スキップ /コマ送
り
次チャプター

 10秒バック /バッ
ク

 30秒スキップ /
ジャンプ

三菱

本機のボタン表示
対応する機能

基本 シフト
電源 レコーダー電源
開 /閉 トレイ開 /閉
音声切換 音声 字幕
オフタイマー クリア /消去
ワイド切換 アングル
2画面表示 AVセレクト
地上アナログ アナログ /外部
地上デジタル 地上デジタル

BS BS/UHF/文字切
換

CS CS 1/2
1~10（/0） 1~10

11 11/毎週 /毎日
＃

12 12/延長 /≧ 10
*

10キー 3桁入力
チャンネル＋ /－ チャンネル∧ /∨
HDD/BD HDD/DVD/ＳＤ
HDD/BD ＋ 1 HDD
HDD/BD ＋ 2 DVD
HDD/BD ＋ 3 SD
d（連動データ） レコーダー選択

青 青 /A-B チャプターマー
ク追加

赤 赤 チャプターマー
ク削除

緑 緑 /リピート サーチ
黄 黄 録画モード

3D DVDメニュー /
メニュー

リンクメニュー 見る

アクトビラ 再生リスト / 
トップメニュー

バーチャルライ
ブラリー /番組名
鑑

番組表 番組表 /予約する 予約（デジタル
放送）

画面表示 画面表示 番組内容

戻る リターン /戻る Gコード予約 / 
予約画面

   /  /  /  /
決定

カーソル移動 / 
決定

ホーム/メニュー 機能一覧 予約一覧
オプション 簡単メニュー
シアター DVDダビング

録画リスト 見る ダビング /ワン
タッチダビング

 早戻し /スロー戻
し

// 再生 /停止 /一時
停止

 早送り /スロー送
り

 録画 /オフタイ
マー録画

 前 /スキップ戻し
 次 /スキップ送り

 チョット戻し 簡易こま戻し / 
コマ送り縮小

 30秒スキップ コマ送り、コマ
送り拡大

ビクター（JVC）
本機のボタン表示

対応する機能
基本 シフト

電源 電源
開 /閉 開 /閉
音声切換 音声切換 字幕

ワイド切換 アングル /現在録
画確認

2画面表示 画面表示
地上アナログ タイマー
1~9 1~9
10（/0） 10/取消し
11 11/0
12 12/記憶 /マーク
10キー 編集
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
HDD/BD HDD/DVD
HDD/BD ＋ 1 HDD
HDD/BD ＋ 2 DVD
d（連動データ） ?（お助けガイド）
青 オンエア
赤 プログレッシブ
黄 録画モード
リンクメニュー 設定
アクトビラ トップメニュー
番組表 番組表 予約ナビ
画面表示 画面表示
戻る リターン
   /  /  /  /
決定

カーソル移動 / 
決定

ホーム/メニュー 再生ナビ
オプション DVDメニュー
録画リスト ダビング

 早戻し /スロー
（－）

 再生 /変換

 早送り /スロー
（+）

 録画
 停止 /クリア
 一時停止 /確定

 スキップ戻し / 
前日

 スキップ送り / 
翌日

 チョット見バック ジャンプ
 CMスキップ ジャンプ＋

シャープ

本機のボタン表示
対応する機能

基本 シフト
電源 電源
開 /閉 トレイ開 /閉
音声切換 音声 字幕
オフタイマー 接続設定リセット ダイレクト
ワイド切換 映像 /アングル
2画面表示 入力切換 本体表示
 �地上アナログ /
地上デジタル /
BS/CS

地上 A/地上 D/
BS/CS

1 1 タイムシフト
2 2 CH確認 /登録
3 3 アルバム
4 4 裏録停止
5~10 5~10
11 11/クリア
12 12
10キー 3桁入力
チャンネル＋ /－ 選局∧ /∨
HDD/BD HDD/DVD
HDD/BD ＋ 1 HDD
HDD/BD ＋ 2 DVD

d（連動データ） d（データ連動） テレビ /ラジオ /
データ

青 青 チャプターマー
ク（しおり）

赤 赤 視聴メニュー
緑 緑 操作ロック
黄 黄 録画画質

3D グループ /DVD
メニュー

リンクメニュー ヘルプ

アクトビラ 録画リスト / 
トップメニュー HDMI変換

番組表 番組表 /予約 Gコード
画面表示 ディスク情報 番組情報
戻る 戻る 終了
   /  /  /  /
決定

カーソル移動 / 
決定

ホーム/メニュー スタートメニュー お好み再生
オプション 予約リスト
シアター 終了

録画リスト 録画リスト /トッ
プメニュー ダビング

/ 早戻し /早送り

// 再生 /停止 /一時
停止

 録画
 ＋ / 
 ＋ 

録画停止 / 
録画一時停止

 前
 次
 10秒戻し

 30秒送り 初めから再生 / 
スロー

パイオニア

本機のボタン表示
対応する機能

基本 シフト
電源 電源
開 /閉 開 /閉
音声切換 音声切換 字幕
ワイド切換 映像 /アングル
2画面表示 入力切換 ナビマーク
地上アナログ 地上アナログ
地上デジタル 地上デジタル
BS 衛星 BS
CS 衛星 CS1/2
1~12 1~12
10キー CH3桁入力
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
HDD/BD HDD/DVD
HDD/BD ＋ １ HDD
HDD/BD ＋ ２ DVD
d（連動データ） d（データ連動） サービス切換
青 青 チャプターマーク
赤 赤 i.Link
緑 緑 プレイモード
黄 黄 録画モード
3D メニュー
リンクメニュー 予約 /確認

アクトビラ ディスクナビ /
トップメニュー

オリジナルプレ
イリスト

番組表 番組表 Gコード
画面表示 画面表示 番組情報
戻る 戻る 終了
   /  /  /  /
決定

カーソル移動 / 
決定

ホーム/メニュー ホームメニュー
オプション 気が利くナビ
シアター 予約 /確認

録画リスト ディスク一覧 ワンタッチダビ
ング

 早戻し
 再生
 早送り
 録画
 停止
 ＋ / 
 ＋ 

録画停止 / 
録画一時停止

 一時停止
 前
 次

 CMバック コマ送り / 
スロー　[戻し ]

 CMスキップ コマ送り / 
スロー　[送り ]
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学習機能付 
リモートコマンダー
機能一覧表



ブルーレイディスクプ
レーヤー

本機のボタン表示 対応する機能
電源 電源オン /オフ
開 /閉 トレイの開閉
音声切換 音声切り換え
オフタイマー アングルの切り換え

BS クリア
取り消し

CS 再生モード切り換え

1~10（/0） 数字ボタン
（画面上の項目選択）

11 10および 10より大きい数
を選択

12 選択項目の決定

10キー トップメニュー
（タイトルメニュー）表示

d（連動データ） サブタイトル（字幕）の切
り換え

青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
リンクメニュー サブメニューの表示
番組表 ポップアップメニューの表示
画面表示 現在の再生状態を画面に表示
戻る ひとつ前の選択画面に戻る

  /  /  /  カーソルを上 /下 /右 /左
へ移動

決定 選択項目の実行
ホーム /メニュー ホームメニューの表示

オプション オプション
設定メニューの呼び出し

 早戻し
 再生
 早送り
 停止
 一時停止
 前の場面、曲へ
 次の場面、曲へ
 少し前に戻る
 少し先に進む

DVDプレーヤー
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源オン /オフ
開 /閉 トレイの開閉
音声切換 音声切り換え
オフタイマー アングルの切り換え
BS 取り消し
CS 再生モード切り換え

1~10（/0） 数字ボタン
（画面上の項目選択）

11 10および 10より大きい数
を選択

12 選択項目の決定

d（連動データ） サブタイトル（字幕）の切
り換え

番組表 トップメニュー
（タイトルメニュー）表示

画面表示 現在の再生状態を画面に表示
戻る ひとつ前の選択画面に戻る

  /  /  /  カーソルを上 /下 /右 /左
へ移動

決定 選択項目の実行

ホーム /メニュー メニュー（DVDメニュー）
表示

オプション 設定メニューの呼び出し
 早戻し
 再生
 早送り
 停止
 一時停止
 前の場面、曲へ
 次の場面、曲へ

ビデオデッキ
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源オン /オフ
開 /閉 カセットの取り出し
音声切換 二重音声放送の切り換え
オフタイマー 入力ライン切り換え

BS アナログ BS放送への切り換
え

1~9 1~9
10（/0） 10キー選択の場合は 0
11~12 11~12
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
HDD/BD デッキ切り換え
青 高速巻戻し

赤 30分単位で録画時間を選
択、録画開始する

緑 2倍速再生

黄 再生中の CM部分を飛ばし
見する

番組表 アンテナ出力切り換え
画面表示 データスクリーン表示
戻る 設定メニューから抜ける

  /  /  /  カーソルを上 /下 /右 /左
へ移動

決定 選択項目の実行
ホーム /メニュー メニュー表示
 巻戻し
 再生
 早送り
 録画
 停止
 一時停止

HDDレコーダー（ハー
ドディスクビデオレコー
ダー）

本機のボタン表示 対応する機能
電源 電源
音声切換 音声切換

BS ライブ
録画モニター

CS CS番組表
1~12 1~12

10キー ビュー
早見

チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
HDD/BD ビジュアルサーチ

d（連動データ）
MyCast
リスト
字幕

青 青
インデックス書込

赤 赤
インデックス消去

緑 緑

黄 黄
スロー

リンクメニュー 見る
セットアップ

番組表 番組表、Gガイド
画面表示 画面表示 /残量
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー メニュー
オプション オプションツール

録画リスト MyCast
リスト

 早戻し
 再生
 早送り
 録画
 停止
 ＋ / ＋  録画停止 /録画一時停止
 一時停止
 頭出し
 次
 フラッシュ－
 フラッシュ＋

映像機器：チューナー

スカパー !チューナー
ソニー （スカパー ! HDを含む）
アイワ （メーカー番号：3011）
ビクター（JVC）

本機のボタン表示 対応する機能
電源 電源
音声切換 音多切換
オフタイマー 信号切換
地上デジタル 登録
CS 衛星切換
1~9 1~9
10（/0） 0

11 予約一覧
予約リスト

12 選局
10キー 10キー
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
HDD/BD ジャンプ

d（連動データ） お好み一覧
お好みリスト

青 /赤 /緑 /黄 ダイレクト選局 A/B/C/D
アクトビラ ラジオ
番組表 番組ガイド
画面表示 画面表示
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー メニュー

オプション EZパネル
クイックパネル

 スチル
 番組説明
 i.LINK
 日付 /ジャンル
 ラジオ

パナソニック（松下電器）
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
オフタイマー 信号切換
CS 衛星切換
1~9 1~9
10（/0） 0
12 #
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
HDD/BD 前選局
番組表 番組表
画面表示 画面表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー メニュー
オプション クイック
 ページ 

 ページ 

 放送内容
 裏番組

東芝
DXアンテナ
マスプロ電工 （メーカー番号：3007）
八木アンテナ

本機のボタン表示 対応する機能
電源 電源
音声切換 音多切換
オフタイマー 信号切換
CS ネットワーク
1~9 1~9
10（/0） 0
11 訂正
12 #
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
HDD/BD リザーブ（呼び出し）
d（連動データ） お好み CH
アクトビラ テレビ /ラジオ
番組表 番組ガイド
画面表示 リザーブ（記憶）
戻る 戻る（取り消し）
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー メニュー
 表示
 機能
 ジャンル
 テレビ /ラジオ

日立
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
音声切換 音声切換

CS 衛星切換 
信号切換

1~9 1~9
10（/0） 0
11 予約一覧
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
HDD/BD CHリターン
d（連動データ） マイ CH
番組表 番組ガイド
画面表示 画面表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー メニュー
オプション 機能
 ページ 

 ページ 

 詳細
 予約登録
 クイック

アイワ （メーカー番号：3012、3013）
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
音声切換 音声切換
地上アナログ 好み設定

CS JSkyB/PerfecTV
衛星 A/B

1~9 1~9
10（/0） 10/0
11 予約一覧
12 選局
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－

HDD/BD 前 CH
ラスト 5CH

アクトビラ ラジオ
番組表 番組ガイド
画面表示 画面表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー メニュー
 好み CH

 好み CH

 番組説明
 ラジオ

シャープ
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
音声切換 音声切換
地上デジタル お好み登録
CS 衛星切換
1~9 1~9
10（/0） 0
11 予約確認

チャンネル＋ /－ 選局 �/ 
ページ �/ 

HDD/BD チャンネルバック

d（連動データ） マイチャンネル
マイプログラム

青 ダイレクトお好み選局 
お好み A/お好み B

赤 ダイレクトお好み選局
お好み C/お好み D

緑 ダイレクトお好み選局
お好み E/お好み F

黄 ダイレクトお好み選局
お好み G/お好み H

番組表 番組表
画面表示 表示切換
戻る 戻る
  /  /  /   /  /  / 
決定 決定 /スチル
ホーム /メニュー メニュー
 ページ

 ページ 

 ページ

 ページ 

 情報表示（番組情報）

 一覧
ジャンル

NEC
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
音声切換 二重音声
1~9 1~9
10（/0） 0/10
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
番組表 チャンネルガイド
画面表示 ロゴ表示
戻る キャンセル
  /  /  /   /  /  / 
決定 決定 /スチル
ホーム /メニュー メニュー

マスプロ電工 （メーカー番号：3017）
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
音声切換 音多切換
CS 衛星切換
1~9 1~9
10（/0） 0
11 予約一覧
12 #
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
HDD/BD 番組画面へ戻る
番組表 番組表
画面表示 表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー メニュー
 お好み 

 お好み 

 説明

ユニデン
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
音声切換 音声切換
地上アナログ メモリー設定
CS 信号切換
1~9 1~9
10（/0） 0
11 予約確認
チャンネル＋ /－ 情報  / 
HDD/BD 前チャンネル
d（連動データ） お好み
青 /赤 /緑 /黄 メモリー 1/2/3/4
番組表 番組ガイド
戻る 終了
  /  /  /   /  /  / 
決定 決定 /スチル
ホーム /メニュー メニュー
 ページ

HUMAX
スカパー !

本機のボタン表示 対応する機能
電源 電源
音声切換 ２重音声
オフタイマー 信号切換
CS 衛星切換
1~9 1~9
10（/0） 0
11 予約一覧
12 ＃（選局）
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
HDD/BD 前 CH
アクトビラ テレビ／ラジオ
番組表 週間番組
画面表示 画面表示
戻る 戻る /取消
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー メニュー
オプション 現在番組
 スチル
 番組説明
 日付 /ジャンル
 日付
 テレビ／ラジオ

スカパー ! （HDD内蔵）
本機のボタン表示

対応する機能
基本 シフト

電源 電源
音声切換 音声切換
オフタイマー オフタイマー
ワイド切換 シリーズ設定
地上アナログ 登録
CS 信号切換
1~11 1~11
12 12/選局
10キー クイックパネル
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
HDD/BD ジャンプ
d（連動データ） タイトルリスト

青 /赤 /緑 /黄 ダイレクト選局
A/B/C/D

リンクメニュー クイックパネル
アクトビラ ラジオ
番組表 番組表 予約リスト
画面表示 画面表示
戻る 戻る
   /  /  /  /
決定

カーソル移動 / 
決定

ホーム/メニュー メニュー
オプション ツール 操作パネル
シアター おまかせ設定
録画リスト タイトルリスト
 早戻し
 再生
 早送り
 録画
 停止
　＋　 録画停止
 一時停止
 前
 次
 フラッシュ－
 フラッシュ＋

スカパー ! （スカパー ! HDチューナー）
HUMAX （スカパー ! HDチューナー）
本機のボタン表示

対応する機能
基本 シフト

電源 電源
音声切換 音声切換
ワイド切換 お知らせ
地上アナログ お好み
地上デジタル 地上 D
CS スカパー !
1~11 1~11
12 12/選局
10キー 3桁入力
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
HDD/BD 前チャンネル
d（連動データ） d/データ
青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
アクトビラ テレビ /ラジオ
番組表 番組表 予約一覧
画面表示 画面表示
戻る 戻る
   /  /  /  /
決定

カーソル移動 / 
決定

ホーム/メニュー メニュー
オプション ツール
録画リスト タイトルリスト
 早戻し
 再生 /一時停止
 早送り
 停止
 再生 /一時停止

ケーブルテレビデジタル
チューナー

本機のボタン表示 対応する機能
電源 電源
音声切換 音声切換
地上デジタル 地上デジタル
BS BS
CS CATV
1~10（/0） 1~10
11 11/*
12 12/#
10キー チャンネル番号入力
チャンネル＋ /－ チャンネル∧ /∨
HDD/BD 前選局
d（連動データ） d（データ）
青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
番組表 番組表
画面表示 画面表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー 番組ナビ
オプション 機器ナビ
 裏番組
 お好み選局
 字幕
 元の画面
 便利機能
 静止
 番組内容

 機器操作
機器操作パネル

 映像切換
 サービス切換

ケーブルテレビホーム
ターミナル（アナログ）
ソニー

本機のボタン表示 対応する機能
電源 電源
音声切換 二重音声
BS JSkyB/PerfecTV
1~9 1~9
10（/0） 0
12 選局
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
HDD/BD ジャンプ
番組表 番組ガイド
画面表示 画面表示
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー メニュー
 スチル
 番組説明
 i.LINK
 ラジオ

他社のホームターミナル
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
音声切換 多重切換（主 /副）
1~9 1~9
10（/0） 0
チャンネル＋ /－ チャンネル（選局） / 

HDD/BD
リターン（リピート、チャ
ンネルリターン、CHリコー
ル）

画面表示 CHコール（表示、表示コー
ル）、時計

  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー メニュー

 入力切換（ホームターミナ
ル /ビデオ、ビデオ）

 申込
 呼び出し

地上デジタル・BSデジタ
ル・110度 CSデジタル
チューナー
ソニー

本機のボタン表示 対応する機能
電源 電源
音声切換 二重音声
地上デジタル 地上デジタル放送切換
BS BSデジタル放送切換

CS 110度 CSデジタル放送切
換

1~12 1~12
10キー 10キー
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
HDD/BD ジャンプ
d（連動データ） d（連動データ）
青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
番組表 番組表
画面表示 画面表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー メニュー
オプション ツール
 番組説明
 i.LINK再生
 映像
 ラジオ /データ

パナソニック（松下電器）
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
音声切換 音声切換
地上デジタル 地上デジタル放送切換
BS BSデジタル放送切換

CS 110度 CSデジタル放送切
換

1~10（/0） 1~10
11 11/*
12 12/＃
10キー チャンネル番号入力
チャンネル＋ /－ チャンネル∧ /∨
HDD/BD 前選局
d（連動データ） ｄ（データ）
青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
番組表 番組表
画面表示 画面表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー 番組ナビ
オプション 便利機能
 番組内容

 機器ナビ
機器操作

 映像切換
 サービス切換

東芝
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
BS 放送切換
1~10（/0） 1~10
11 *
12 #
10キー BS…
チャンネル＋ /－ チャンネル∧ /∨
d（連動データ） ｄ
青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
番組表 番組表
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー ホームメニュー
 表示
 i.LINK
 クイック
 メディア

日立
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
音声切換 音声切換
地上デジタル 地上デジタル放送切換
BS BSデジタル放送切換

CS 110度 CSデジタル放送切
換

1~12 1~12
10キー チャンネル番号入力
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
d（連動データ） d（データ）
青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
3D 裏番組
アクトビラ 録画番組
番組表 番組表
画面表示 画面表示
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
オプション 便利
録画リスト 予約一覧
 サーチ /スロー
 再生
 サーチ /スロー
 録画
 停止
 一時停止
 スキップ /コマ送り
 スキップ /コマ送り
 iVDR1/iVDR2
 番組検索

ビクター（JVC）
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
音声切換 音声切換
1~12 1~12
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
d（連動データ） d（データ放送）
青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
番組表 週間番組表
画面表示 画面表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー ホームメニュー
 番組説明
 i.LINK
 マルチビュー
 信号切換

シャープ
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
音声切換 音声切換
オフタイマー 登録
地上デジタル 地上デジタル放送切換
BS BSデジタル放送切換

CS 110度 CSデジタル放送切
換

1~10（/0） 1~10
11 11/いつでも
12 12/おこのみ

10キー 3桁入力
BS3桁

チャンネル＋ チャンネル∧
選局∧

チャンネル－ チャンネル∨
選局∨

d（連動データ） d（データ連動）
青 青 /しおり
赤 赤 /ジャンプ
緑 緑 /リプレイ
黄 黄 /スキップ
番組表 番組表
画面表示 表示切換
戻る 戻る
  /スロー
  /リピート
  /   / 
決定 決定

ホーム /メニュー メニュー
UV（メニュー）

オプション リスト
 早戻し
 再生
 早送り
 録画
 停止 /ライブ
 一時停止

 番組情報
情報表示

 字幕

 映像切換
映像 /アングル

 テレビ /ラジオ /データ

DXアンテナ
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
音声切換 音声切換
BS ネットワーク切換
1~10（/0） 1~10
11 予約一覧
12 12
10キー チャンネル 3桁入力
チャンネル＋ /－ チャンネル∧ /∨
d（連動データ） ｄ（データ）
青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
番組表 番組表
画面表示 画面表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
決定 決定
ホーム /メニュー メニュー
 番組説明
 映像切換
 サービス切換

日立リビングサプライ
マスプロ電工

本機のボタン表示 対応する機能
電源 電源
音声切換 音声切換
1~12 1~12
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
番組表 番組表
画面表示 画面表示
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー メニュー
 字幕

八木アンテナ
日本アンテナ

本機のボタン表示 対応する機能
電源 電源
音声切換 音声切換
地上デジタル 地上デジタル放送切換

BS BS/CS（BSデジタル /110
度 CSデジタル放送切換）

1~12 1~12
10キー 3桁入力
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
d（連動データ） ｄ（連動データ）
青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
番組表 番組表
画面表示 画面表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー メニュー
 番組情報

チューナー（アナログ BS
チューナー）

本機のボタン表示 対応する機能
電源 電源
音声切換 音声切換
CS BS/CS切換 *
1~11 1~11
12 12/ENTER
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
アクトビラ WOWOW選択 *
画面表示 画面表示
 独立音声切換
 入力切換 *

*BS/CSチューナーのみ

ネットワーク TVボックス
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
音声切換 音声切換
1~12 1~12
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
d（連動データ） ズーム
青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
リンクメニュー VOD切換
番組表 番組表
画面表示 画面表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー ホーム
オプション オプション
 早戻し
 再生
 早送り
 停止
 一時停止
 SKIP戻し
 SKIP送り
 フラッシュ戻し
 フラッシュ送り

オーディオ機器

アンプ
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源オン /オフ

音声切換 サラウンドモードのオン /
オフ

オフタイマー 5.1以上のマルチチャンネル 
切り換え

1 ビデオ 1入力
2 ビデオ 2入力
3 AUX入力
4 FM/AMチューナー入力
5 CDプレーヤー入力
6 カセットデッキ入力
7 MD/DATデッキ入力
8 テレビ入力
9 レコードプレーヤー入力
10（/0） DVDプレーヤー入力
10キー ファンクション切り換え
音量＋ /－ 音量　大 /小

チャンネル＋ /－
より高い /低い周波数を
プリセット、または受信：
＋ /－

HDD/BD バンド切り換え、または
プリセット選択

緑 FM/AM切り換え
画面表示 表示オン /オフ
戻る ひとつ前の状態に戻る

  /  /  /  カーソルを上 /下 /右 /左
へ移動

決定 選択項目の実行
ホーム /メニュー メニュー表示
 デジタル入力切り換え：－
 デジタル入力切り換え：＋

 サラウンドモードの切り換
え：－

 サラウンドモードの切り換
え：＋

DVDプレーヤー内蔵ホー
ムシアター

本機のボタン表示 対応する機能
電源 電源オン /オフ
開 /閉 トレイ開閉
音声切換 音声切り換え
オフタイマー スリープタイマー
地上アナログ 繰り返しモードに入る

BS FM/AMチューナーに切り
換え

CS 再生モード切り換え

1~10（/0） 数字ボタン
（画面上の項目選択）

11 10および 10より大きい数
を選択

12 選択項目の決定
10キー ファンクション切り換え
音量＋ /－ 音量　大 /小

チャンネル＋ /－
より高い /低い周波数を
プリセット、または受信：
＋ /－

消音 消音

d（連動データ） サブタイトル（字幕）の切
り換え

青 設定メニューの呼び出し
赤 アングル切り換え
緑 FM/AM切り換え
黄 取り消し

3D サウンド・フィールドの切
り換え

リンクメニュー アンプメニューの表示

番組表 トップメニュー
（タイトルメニュー）表示

画面表示 現在の再生状態を画面に表示
戻る ひとつ前の選択画面に戻る

  /  /  /  カーソルを上 /下 /右 /左
へ移動

決定 選択項目の実行

ホーム /メニュー メニュー（DVDメニュー）
表示

 早戻し
 再生
 早送り
 停止
 一時停止
 次の場面、曲へ
 前の場面、曲へ

CDプレーヤー
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源オン /オフ
開 /閉 トレイの開閉
地上アナログ リピート（繰り返し）モード

地上デジタル ランダム（順不同）再生モー
ド

BS プログラム再生モード
CS 再生モード切り換え
1~9 曲番号の選択（1～ 9）
10（/0） 曲番号の選択（0）
11 曲番号の選択（10～以上）
12 設定の決定
HDD/BD ディスクを選択
d（連動データ） 次のディスクを選択
黄 設定消去

画面表示 CDプレーヤーの表示オン /
オフ

 早戻し
 再生
 早送り
 停止
 一時停止
 前の曲へ
 次の曲へ

その他の機器

ビデオカメラ／デジタル
カメラ

本機のボタン表示 対応する機能
電源 電源
開 /閉 フォト／静止画
オフタイマー スライドショー
12 決定
10キー 回転
チャンネル＋ ズーム＋（ZOOM T）
チャンネル－ ズーム－（ZOOM W）
d（連動データ） データコード
黄 消去／削除
番組表 プレイリスト
画面表示 画面表示
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー メニュー／ファンクション
オプション セットアップ／メニュー
録画リスト インデックス
 早戻し
 再生
 早送り
 スタート／ストップ
 停止
 一時停止
 スキップ戻し
 スキップ送り
 コマ戻し
 コマ送り

デジタルフォトフレーム
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
TV入力切換 再生デバイス入力
音声切換 画像／音楽切換
オフタイマー スライドショー
12 決定
10キー 回転
音量＋ /－ 音量＋ /－
チャンネル＋ /－ ズーム＋ /－
消音 消音
d（連動データ） 時計
青 絞り込み
赤 マーク操作
緑 画像取り込み
黄 削除
番組表 インデックス
画面表示 時計／画面表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー ホーム／メニュー
オプション メニュー／セットアップ／ 

オプション
録画リスト インデックス
 早戻し
 スライドショー／再生
 早送り
 停止
 1枚表示／一時停止

パソコン
ソニー

本機のボタン表示
対応する機能

基本 シフト
TV電源 スタンバイ
電源 スタンバイ
TV入力切換 入力切換
音声切換 音声切換
オフタイマー クリア
ワイド切換 ワイド切換
2画面表示 子画面 親子入替
地上アナログ テレビ
地上デジタル 地上デジタル / 

BS/CS
1~6 1~6
7 7 ＊
8 8
9 9 ＃
10（/0） 10 0
11 11
12 12 入力
10キー 10キー入力
音量＋ /－ 音量＋ /－
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
 �HDD/DVD アプリ切換
消音 消音
d（連動データ） d(連動データ )
青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
リンクメニュー Windows
アクトビラ メニュー
番組表 番組表
画面表示 一覧
戻る 戻る アプリ終了
   /  /  /  / 
決定

カーソル移動 / 
決定

ホーム /メニュー ランチャー
オプション 詳細／オプション
録画リスト ビデオ一覧
 早戻し
 再生
 早送り
 録画
＋  録画停止
 停止
 一時停止
 スキップ戻し
 スキップ送り

アップル
本機のボタン表示 対応する機能

音量＋ �／音量　大
音量－ �／音量　小
  �／音量　大
  �／音量　小
  ／次
  ／前
決定 再生 /一時停止 

確定
ホーム /メニュー メニュー
 再生 /一時停止 

確定
 再生 /一時停止 

確定
 ／前
 ／次

照明
ナショナル（松下電器）／松下電工

本機のボタン表示 対応する機能
電源 全灯
チャンネル＋ 調光　明
チャンネル－ 調光　暗
d（連動データ） スヌーズ /確認
番組表 保安球
戻る 消灯
オプション おこのみの明るさ

東芝
本機のボタン表示 対応する機能

電源 全光、ON、ON/OFF
チャンネル＋ 上点灯
チャンネル－ 下点灯
番組表 常夜灯
戻る 全消灯、OFF
ホーム /メニュー 順送り
オプション 調光
 オフタイマー 60分
 オフタイマー 30分

日立
本機のボタン表示 対応する機能

電源 全灯
10キー ゆっくり消灯
番組表 保安球
戻る 消灯
オプション 調光

NEC
本機のボタン表示 対応する機能

電源 全光、ON/OFF
チャンネル＋ 調光　明
チャンネル－ 調光　暗
リンクメニュー あかり 1、LED　入 /切
番組表 保安球
画面表示 あかり 2、LED光色
戻る 消灯
 センサー　入 /切
 センサー　留守

コイズミ
本機のボタン表示 対応する機能

チャンネル＋ 調光　明
チャンネル－ 調光　暗
戻る 消灯
ホーム /メニュー 順送り
 タイマー解除
 オフタイマー 60分
 オフタイマー 30分

ダイコー
本機のボタン表示 対応する機能

電源 全灯
チャンネル＋ 調光　明
チャンネル－ 調光　暗
番組表 保安球
ホーム /メニュー 順送り
オプション 調光
 オフタイマー 60分
 オフタイマー 30分

タキズミ
本機のボタン表示 対応する機能

電源 全灯、点灯 /消灯
チャンネル＋ 調光　明
チャンネル－ 調光　暗
番組表 保安球
戻る 消灯、切
ホーム /メニュー 順送り、点灯切換

マルゼン
本機のボタン表示 対応する機能

電源 全灯
チャンネル＋ 調光　A
チャンネル－ 調光　B
番組表 豆球
戻る 消灯
ホーム /メニュー 送り
 オフタイマー 60分
 オフタイマー 30分

オーデリック
本機のボタン表示 対応する機能

電源 全灯、ON/OFF
1 明るさ　10
2 明るさ　20
3 明るさ　30
4 明るさ　40
5 明るさ　50
6 明るさ　60
7 明るさ　70
8 明るさ　80
9 明るさ　90
10（/0） 明るさ　100
番組表 常夜灯
戻る 消灯
ホーム /メニュー 順送り


