
セットトップボックス（　　　）のメニュー画面よりお手続きいただけます。月の途中セットトップボックス（　　　）のメニュー画面よりお手続きいただけます。月の途中
でご加入された場合でも、月額利用料がかかります。でご加入された場合でも、月額利用料がかかります。

　　　　　　　メインメニューメインメニュー▶「3 チャンネル」「3 チャンネル」▶「5 サポート/設定」「5 サポート/設定」▶「サポート」「サポート」
▶「2 月額プラン・チャンネル/パック申込み」 「2 月額プラン・チャンネル/パック申込み」 

リモコンひとつでリモコンひとつで
ビデオもチャンネルもビデオもチャンネルも
簡単に楽しめる!簡単に楽しめる!

        ひかり ビデオ・チャンネルひかり ビデオ・チャンネル（TVサービス）（TVサービス） 視聴ガイド 視聴ガイド

セットトップボックス（　　　　）ご利用の場合セットトップボックス（　　　　）ご利用の場合

今すぐ
今すぐ使って
使って みよう！

 みよう！
ピッ！ピッ！

       ひかり ビデオ・チャンネルひかり ビデオ・チャンネル
Video & Channel   Question & Answer Q & A

Q.1
A.1

TVパスワードってなんですか。TVパスワードってなんですか。

初期状態のTVパスワードは、「ご利用開始のご案内」に記載されている4桁の数字初期状態のTVパスワードは、「ご利用開始のご案内」に記載されている4桁の数字
です。「ご利用開始のご案内」をご確認ください。TVパスワードが不明な場合は、再度す。「ご利用開始のご案内」をご確認ください。TVパスワードが不明な場合は、再度
お送りいたしますのでご加入のプロバイダーにお問合せください。お送りいたしますのでご加入のプロバイダーにお問合せください。

Q.2
A.2

　 ひかり ビデオ・チャンネル（TVサービス）のひかり ビデオ・チャンネル（TVサービス）の
チャンネルを申込みたい。チャンネルを申込みたい。

　　　　　　　メインメニューメインメニュー▶「3 チャンネル」「3 チャンネル」▶「5 サポート/設定」「5 サポート/設定」▶「サポート」「サポート」
▶「2 月額プラン・チャンネル/パック申込み」「2 月額プラン・チャンネル/パック申込み」

Q.3
A.3

　 ひかり ビデオ・チャンネル(TVサービス)のひかり ビデオ・チャンネル(TVサービス)の
ビデオ月額パックを申込みたい。ビデオ月額パックを申込みたい。

セットトップボックス（　　　）のメニュー画面よりお手続きいただけます。月の途中セットトップボックス（　　　）のメニュー画面よりお手続きいただけます。月の途中
でご加入された場合でも、月額利用料がかかります。でご加入された場合でも、月額利用料がかかります。

　　　　　　　メインメニューメインメニュー▶「2 ビデオ」「2 ビデオ」▶「1 LISMO Video Store」「1 LISMO Video Store」▶「1 イチオシ!」「1 イチオシ!」

Q.5
A.5

　 ひかり ビデオ・チャンネル(TVサービス)でひかり ビデオ・チャンネル(TVサービス)で
ビデオのおすすめコンテンツを知りたい。ビデオのおすすめコンテンツを知りたい。

セットトップボックス（　　　）のメニュー画面よりご確認いただけます。 セットトップボックス（　　　）のメニュー画面よりご確認いただけます。 

　　　　　　　メインメニューメインメニュー▶「3 チャンネル」「3 チャンネル」▶「5 サポート/設定」「5 サポート/設定」▶「サポート」「サポート」
▶「3 月額プラン・チャンネル加入状況」「3 月額プラン・チャンネル加入状況」

Q.4
A.4

現在の現在の　 ひかり ビデオ・チャンネル（TVサービス）のひかり ビデオ・チャンネル（TVサービス）の
申込内容を確認したい。申込内容を確認したい。

セットトップボックス（　　　）のメニュー画面よりご確認いただけます。 セットトップボックス（　　　）のメニュー画面よりご確認いただけます。 

AnimeA

Movie

Music
News

Sports

アクセスアクセス
方　  法方　  法

アクセスアクセス
方　  法方　  法

アクセスアクセス
方　  法方　  法

アクセスアクセス
方　  法方　  法

（TVサービス）（TVサービス）

資料番号資料番号 2010年4月現在2010年4月現在ひかり 001-1004ひかり 001-1004
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       ひかりのひかりの
ビデオ・チャンネルをビデオ・チャンネルを
今すぐ楽しもう!!今すぐ楽しもう!!

       ひかりのビデオ・チャンネルはひかりのビデオ・チャンネルは

リモコンひとつで簡単＆手軽に楽しめます!リモコンひとつで簡単＆手軽に楽しめます!

さぁ、今すぐ観たいビデオやチャンネルを選んで、さぁ、今すぐ観たいビデオやチャンネルを選んで、

おうちのテレビライフをパワーアップしましょう。おうちのテレビライフをパワーアップしましょう。

ビデオの
ビデオのレンタルは
レンタルは1本からでも、

1本からでも、パックでも
パックでもOK!OK!

パックで
パックでおトク!
おトク!自由に選べる

自由に選べるチャンネル
チャンネルいろいろ!!
いろいろ!!

ビデオのレンタルはビデオのレンタルは
選べる2パターン選べる2パターン

人気チャンネルのおトクなパックと、人気チャンネルのおトクなパックと、
1チャンネルから楽しめる1チャンネルから楽しめる
“えらべるチャンネル”を“えらべるチャンネル”を
お好みに応じて組み合わせてもOK!お好みに応じて組み合わせてもOK!

ビデオ1本ビデオ1本
0円～0円～

豊富なラインナップの中から、豊富なラインナップの中から、
観たいビデオが自宅でいつでも楽しめる!観たいビデオが自宅でいつでも楽しめる! Video

アニメや音楽、スポーツなど、こだわりのアニメや音楽、スポーツなど、こだわりの
多チャンネル放送も自宅のテレビで気軽に!多チャンネル放送も自宅のテレビで気軽に! Channel

※毎月購入した有料ビデオの最※毎月購入した有料ビデオの最
初の初の3本目までが対象となります。3本目までが対象となります。
一部のビデオは対象外となります。一部のビデオは対象外となります。

Video

ビデオ月額パックビデオ月額パック
665円/月665円/月

Video
毎月3本毎月3本※お好きなお好きな
ビデオが借りられる!ビデオが借りられる!

1

準備準備

ビデオやチャンネルの再生や一時停止はもちろん、TV画面に表示ビデオやチャンネルの再生や一時停止はもちろん、TV画面に表示
されるメニューなどで、利用したい機能や項目を選択します。されるメニューなどで、利用したい機能や項目を選択します。

主なリモコン各部の名称と利用方法主なリモコン各部の名称と利用方法

□ コンテンツ再生 / カラーボタン□ コンテンツ再生 / カラーボタン

カーソルボタンを押すことで、TV画面に表示されるメニューの項目カーソルボタンを押すことで、TV画面に表示されるメニューの項目
や設定内容を選択できます。や設定内容を選択できます。

□ カーソルボタン□ カーソルボタン

カーソルボタンで選んだ項目や設定内容を決定します。カーソルボタンで選んだ項目や設定内容を決定します。

□ 決定ボタン□ 決定ボタン

ビデオNO検索やキーワード検索などの数字/文字入力はもちろん、ビデオNO検索やキーワード検索などの数字/文字入力はもちろん、
TV画面に表示されるメニューなどにおいて、各ナビゲーションボタンTV画面に表示されるメニューなどにおいて、各ナビゲーションボタン
に該当する数字を押すことでコーナーの移動も行えます。に該当する数字を押すことでコーナーの移動も行えます。

□ 数字 / 文字ボタン□ 数字 / 文字ボタン

①セットトップボックス（　　     ）の電源コードを差し込みます。①セットトップボックス（　　     ）の電源コードを差し込みます。＊1＊1

②テレビの電源を入れて、テレビの画面表示を「ビデオ入力」に切り替えます。②テレビの電源を入れて、テレビの画面表示を「ビデオ入力」に切り替えます。

③テレビの画面表示にそって、リモコンで操作します。③テレビの画面表示にそって、リモコンで操作します。＊2＊2

④しばらくすると、メインメニューが表示されます。④しばらくすると、メインメニューが表示されます。

2

チェック!チェック!
ご利用前にご利用前に

ホームゲートウェイとセットトップボックス（　　　  ）、ホームゲートウェイとセットトップボックス（　　　  ）、

TVとセットトップボックス（　　　  ）を接続します。TVとセットトップボックス（　　　  ）を接続します。
　「　　　  簡単接続ガイド」、　  ひかりの「接続設定ガイド」をご覧ください。　「　　　  簡単接続ガイド」、　  ひかりの「接続設定ガイド」をご覧ください。

2準備準備

TV画面にメインメニューを表示します。TV画面にメインメニューを表示します。

3準備準備

ビデオをレンタルする場合や月額商品追加申込の場合は、ビデオをレンタルする場合や月額商品追加申込の場合は、

TVパスワーTVパスワードもご用意ください。ドもご用意ください。
※TVパスワードは「ご利用開始のご案内」に記載されています。詳細はQ&Aの「Q1」を参照ください。※TVパスワードは「ご利用開始のご案内」に記載されています。詳細はQ&Aの「Q1」を参照ください。

＊1：テレビや出力端子に接続したスピーカーなどの音響機器の破損を防ぐため、電源コードを差し込む前にボリューム＊1：テレビや出力端子に接続したスピーカーなどの音響機器の破損を防ぐため、電源コードを差し込む前にボリューム
を最小にしてください。また、起動するまで、3分位かかる場合があります。を最小にしてください。また、起動するまで、3分位かかる場合があります。
＊2：初めて起動するときは、バージョンアップがおこなわれることがあります。＊2：初めて起動するときは、バージョンアップがおこなわれることがあります。
※正しく動作しない、画面の指示が分からない場合は、セットトップボックス（au BOX）の取扱説明書をご確認ください。※正しく動作しない、画面の指示が分からない場合は、セットトップボックス（au BOX）の取扱説明書をご確認ください。



映画・ドラマ・アニメなどが楽しめます

リモコン PUSH! で
楽しい TVライフが
はじまるよ♪

Let’
s

Star
t!!

ひかりone TVサービスのポータル
サイトへ接続します。

ハリウッド映画や海外ドラマなど豊富
なビデオを24時間いつでも楽しめま
す。また、有料ビデオだけでなく、無料
視聴できるビデオもあり、一部のビデ
オは、auケータイへ転送して外出先で
も楽しめます。※auケータイへ転送可
能なビデオには、アイコンが表示され
ています。

ビデオサービス選択

自宅にいながらお好みの映像をいつでも気軽に楽しめるauひかり! 毎日のTVライフ
をもっともっと快適にする方法を探る話題の超大作。

20日はauBOXビデオ半額DAY!!

MOVIE SPLASH

ビデオとチャンネルがおトクに楽しめるなんて!

あ
に
め物

語
Animation Story

今月のオススメ!
ダイジェスト

クリックすれば、おすすめ
作品のダイジェスト映像を

今すぐ再生!

大好評実施中

1本105円で楽しめる
お得なキャンペーン!

イチオシ!　　                         で今イチオシの作品はこちら!

新着順で表示しています。

転送

転送

パックシリーズ

転送

転送

転送

auひかりのある暮らし

315円

ワールド・スポーツ

420円

ホラー3

105円

王の掟

105円

アニメ物語

420円

囲碁と将棋

157円

ウォッチング

105円

睡眠24時間

105円

パック

シリーズ

イチオシ!　　                         で今イチオシの作品はこちら!

新着順で表示しています。

転送

転送

パックシリーズ

転送

転送

転送

auひかりのある暮らし

315円

ワールド・スポーツ

420円

ホラー3

105円

王の掟

105円

アニメ物語

420円

囲碁と将棋

157円

ウォッチング

105円

睡眠24時間

105円

パック

シリーズ

購入する

詳細を見る

サンプルを見る

お気に入り登録

閉じる

auひかりのある暮らし
「ビデオ＆チャンネルを120％楽しむ」　KDDI最新作

ビデオNO：123456
配信開始：2010.02.01
価格：315円（税込）
再生期限：72時間
再生時間：125分

出演：auひかり ホーム、auひかり マンション
監督：KDDI
制作年：2005年

約24時間：「ビデオ＆チャンネルを120％楽し
む」のKDDI最新作。自宅にいながらお好みの映
像をいつでも気軽に楽しめるauひかり! 毎日の
TVライフをもっともっと快適にする方法を探
る話題の超大作。

転送
えらべる

PG12

有料ビデオの購入を行います。

TVパスワード入力

TVパスワードを入力してください。

なお、利用規約には必ず同意のうえ「OK」を選択してください。
利用規約は「ヘルプ」画面から確認いただけます。

＊＊＊＊ （数字4桁）

O   K キャンセル

まとめてau支払いで決済する

ビデオ再生画質選択画面

このチェックをはずすと、このチェックをはずすと、
次回よりビデオサービス選択画面をスキップできます。次回よりビデオサービス選択画面をスキップできます。

チャンネルサービスチャンネルサービス
TOP画面で「2 マイTOP画面で「2 マイ
チャンネル」「3 すべチャンネル」「3 すべ
てのチャンネル」「4 てのチャンネル」「4 
番組表」のいずれか番組表」のいずれか
を選択し、「    」を押を選択し、「    」を押
します。それぞれのします。それぞれの
画面の案内に従って画面の案内に従って
操作し、視聴を開始操作し、視聴を開始
します。します。

※各画面の表示内容は、2010年4月現在のものです。※各画面の表示内容は、2010年4月現在のものです。
※画面の表示はすべてイメージです。実際とは異なる※画面の表示はすべてイメージです。実際とは異なる
場合があります。場合があります。

新た新たにチャンネルを契約/追加したい場合は、本にチャンネルを契約/追加したい場合は、本
ガイドの「月額プラン・チャンネル/パックのお申ガイドの「月額プラン・チャンネル/パックのお申
込み」コーナー（P6）をご確認ください。込み」コーナー（P6）をご確認ください。

「ベーシックチャンネルパック」「音楽チャンネルパック」「ベーシックチャンネルパック」「音楽チャンネルパック」
「えらべるチャンネル」等を未契約のお客さまは、ショッ「えらべるチャンネル」等を未契約のお客さまは、ショッ
ピング系の3チャンネルのみが視聴いただけます。ピング系の3チャンネルのみが視聴いただけます。

「ＴＶパスワード」は、「ご利用開始のご案内」に記載されています。「ＴＶパスワード」は、「ご利用開始のご案内」に記載されています。
詳細は、Q＆Aの「Q1」をご参照ください。詳細は、Q＆Aの「Q1」をご参照ください。

リモコン
ひとつで

リモコン
ひとつで

操作らく
らく!

操作らく
らく!

カンタン
!!

カンタン
!!

    ひか
りの

    ひか
りの

映像サー
ビスは

映像サー
ビスは

こんなにこんなに

セットトップボックス（          ）のメインセットトップボックス（          ）のメイン
メニューから、利用したいサービスをメニューから、利用したいサービスを選択選択
するだけで、誰でもカンタンにビデオ・するだけで、誰でもカンタンにビデオ・
チャンネルがお楽しみいただけます。チャンネルがお楽しみいただけます。
さぁ、あなたもご一緒に   さぁ、あなたもご一緒に    ひかりの映像ひかりの映像
サービスを使ってみましょう!サービスを使ってみましょう!

メインメニューで「3 チャンネル」を選択し、「    」メインメニューで「3 チャンネル」を選択し、「    」
を押すと、チャンネルサービスTOP画面が表示を押すと、チャンネルサービスTOP画面が表示
されます。されます。

メインメニューで「2 ビデオ」を選択し、「　 」を押すと、初期設定ではメインメニューで「2 ビデオ」を選択し、「　 」を押すと、初期設定では
次にビデオサービス選択画面が表示されます。「1 LISMO Video 次にビデオサービス選択画面が表示されます。「1 LISMO Video 
Store」を選択し、「Store」を選択し、「　 　 」を押すことで、「LISMO Video Store」に」を押すことで、「LISMO Video Store」に接
続します。続します。

リモコンの数字ボタンを押して好きなコーナーに簡単移動!リモコンの数字ボタンを押して好きなコーナーに簡単移動!
例えば、リモコンの数字ボタン「      」を押すと、「イチオシ！」コーナーの例えば、リモコンの数字ボタン「      」を押すと、「イチオシ！」コーナーの
TOP画面にジャンプ! 豊富な作品の中から、お目当てのビデオもTOP画面にジャンプ! 豊富な作品の中から、お目当てのビデオも
簡単に探し出せます。簡単に探し出せます。

「LISMO Video Store」TOP画面上部のボタンを利用すると、いろ「LISMO Video Store」TOP画面上部のボタンを利用すると、いろ
いろな方法で視聴したいビデオを見つけることができます!いろな方法で視聴したいビデオを見つけることができます!

ジャンプしたコーナーで、ジャンプしたコーナーで、
作品を選んだら、「　  」を作品を選んだら、「　  」を
押します。押します。

ポップアップウインドウでポップアップウインドウで
項目を選択し、「　 」を押し項目を選択し、「　 」を押し
ます。ます。

ビデオ詳細画面で項目をビデオ詳細画面で項目を
選択し、「　  」を押します。選択し、「　  」を押します。

「2 詳細を見る」を選択した「2 詳細を見る」を選択した
場合、次のビデオ詳細画面に!場合、次のビデオ詳細画面に!

このチェックをはずすと、このチェックをはずすと、
次回よりビデオ再生画質次回よりビデオ再生画質
選択画面をスキップします。選択画面をスキップします。

「1 購入する」を選択した場合、「1 購入する」を選択した場合、
次のTVパスワード画面に!次のTVパスワード画面に!

TVパスワード入力画面でTVパスワード入力画面で
「TVパスワード」を入力し「TVパスワード」を入力し
たうえで「OK」を選択し、たうえで「OK」を選択し、
「    」を押します。「    」を押します。

ビデオ再生画質選択画面ビデオ再生画質選択画面
で画質を選択し、「    」をで画質を選択し、「    」を
押してください。してください。

Let’s Start!

いろんなチャンネルが

いろんなチャンネルが
簡単に楽しめるのね!

簡単に楽しめるのね!

Video

Channel を観る！を観る！

を観る！を観る！

映像スタート！！映像スタート！！

43



自宅にいながらお好みの映像をいつでも気軽に楽しめるauひかり! 毎日のTVライフ
をもっともっと快適にする方法を探る話題の超大作。

20日はauBOXビデオ半額DAY!!

MOVIE SPLASH

ビデオとチャンネルがおトクに楽しめるなんて!

め物
語

Animation Story

今月のオススメ!
ダイジェスト

クリックすれば、おすすめ
作品のダイジェスト映像を

今すぐ再生!

大好評実施中

1本105円で楽しめる
お得なキャンペーン!

アニメ・特撮＞すべてを新着順で表示しています。
中段のボタンを押して、絞込みが可能です。

転送

転送

パックシリーズ

転送

転送

転送

auひかりのある暮らし

315円

ワールド・スポーツ

420円

ホラー3

105円

王の掟

105円

アニメ物語

420円

囲碁と将棋

157円

ウォッチング

105円

睡眠24時間

105円

パック

シリーズ

auひかりのある暮らし
「ビデオ＆チャンネルを120％楽しむ」　KDDI最新作

ビデオNO：123456
配信開始：2010.02.01
価格：315円（税込）
再生期限：72時間
再生時間：125分

出演：auひかり ホーム、auひかり マンション
監督：KDDI
制作年：2005年

約24時間：「ビデオ＆チャンネルを120％楽し
む」のKDDI最新作。自宅にいながらお好みの映
像をいつでも気軽に楽しめるauひかり! 毎日の
TVライフをもっともっと快適にする方法を探
る話題の超大作。

転送
えらべる

PG12

ビデオ検索

決定ボタン2回押下で入力

あなたへのおすすめ

決定ボタン1回押下で入力

パックシリーズ 転送

ホラー3

105円

王の掟

105円

ウォッチング

105円

睡眠24時間

105円

パック

シリーズ

映画・ドラマ・アニメなどが楽しめます

リモコン PUSH! で
楽しい TVライフが
はじまるよ♪

Let’
s

Star
t!!

各種サポート／設定を行います。

サポート／設定

サポート

設定

購入履歴の照会・オプションチャンネルの申込、解約
などができます。

本体起動時に最初に表示する画面を設定できます。

オプションチャンネル/パックの
申込みができます。

セルフID：a123456789 ご希望の月額プラン・チャンネル/パックを選択して下さい。

パック　ベーシックCHパック

パック　音楽CHパック

ビデオ月額パック

J  s p o r t s  P l u s

F I G H T I N G  T V  サムライ

パック　スター・チャンネル　マルチプレックス

パック　グリーンチャンネル

M n e t

ご注意 利用規約 キャンセル

J  s p o r t s  P l u s

【月額1,365円（税込）】
J SPORTSが厳選した生中継を放送！
プロ野球（埼玉西武他）、MLB、イングラ
ンド・プレミアリーグ、Jリーグ等他にも
様々なスポーツをお届け！

申  込 キャンセル

以下の月額プラン・チャンネル/パックを申込みます。

J  s p o r t s  P l u s

＊＊＊＊ （数字4桁）

O   K キャンセル

TVパスワードを入力して下さい。

ご利用いただくための準備をしています。

このまましばらくお待ちください。

お申込ありがとうございました。

WAIT

【約10分】経過すると、お申込みの商品がご利用可能になります。

なお、チャンネルは、【約10分】経過する前に選局した場合、「この番組を
視聴するためには、情報更新が必要です。」と表示されます。ビデオは、
【約10分】経過する前に対象ビデオを選択（購入）した場合、「TVパス
ワード入力」画面が表示されます。上記の場合、しばらくお待ちいただき
再度操作をおこなってください。

お申込ありがとうございました。

O   K

ビデオやチャンネルの一部、成人向けビデオは、「視聴年齢制限付きコンテンツ」に指定されている作品があります。ご視聴ビデオやチャンネルの一部、成人向けビデオは、「視聴年齢制限付きコンテンツ」に指定されている作品があります。ご視聴
には、「視聴年齢制限付きコンテンツ視聴登録」のお申込みが別途必要です（登録料はかかりません）。パソコン、には、「視聴年齢制限付きコンテンツ視聴登録」のお申込みが別途必要です（登録料はかかりません）。パソコン、　    　    ケータケータイ
またはFAXにてお申込みが可能です。詳細は、またはFAXにてお申込みが可能です。詳細は、　    　    ひかりホームページ（下記URL）をご覧いただき、お申込みください。ひかりホームページ（下記URL）をご覧いただき、お申込みください。

http://info.kddi.jp/r/http://info.kddi.jp/r/

視聴年齢制限付きコンテンツについて視聴年齢制限付きコンテンツについて

ドラマやアニメなど無料でドラマやアニメなど無料で
楽しめるおトクなビデオ作品をゲット!楽しめるおトクなビデオ作品をゲット!
「LISMO Video Store」内には無料ビデオ作品もあります! 「LISMO Video Store」内には無料ビデオ作品もあります! 
いつでも気軽にお楽しみください。 いつでも気軽にお楽しみください。 

おトクなパックやおトクなパックや
えらべるチャンネルの追加も簡単！！えらべるチャンネルの追加も簡単！！
「ビデオ月額パック」や「チャンネルパック」はもちろん、「ビデオ月額パック」や「チャンネルパック」はもちろん、
「えらべるチャンネル」の追加もOK! 「えらべるチャンネル」の追加もOK! 

ビデオ・ビデオ・

チャンネ
ルを

チャンネ
ルを

100%
楽しむた

めに!
楽しむた

めに!

「LISMO Video Store」「LISMO Video Store」
TOP画面で「4 ジャンル」TOP画面で「4 ジャンル」
を選択し、「    」を押してくを選択し、「    」を押してく
ださい。ださい。

ジャンルコーナー画面の中ジャンルコーナー画面の中段
にある「無料」ボタンを選択にある「無料」ボタンを選択
し、「    」を押すと無料で楽し、「    」を押すと無料で楽
しめるビデオを表示!しめるビデオを表示!

リモコンの数字リモコンの数字
ボタボタン「    「    」ならなら
一発移動!一発移動!

「2 ドラマ」や「4 「2 ドラマ」や「4 
アニメ・特撮」のアニメ・特撮」の
ジャンルコーナージャンルコーナー
には、無料ビデオには、無料ビデオ
作品が充実!  要作品が充実!  要
チェックです!チェックです!

中段の「無料」ボ中段の「無料」ボ
タンはこちら!各タンはこちら!各
ジャンルごとに表ジャンルごとに表
示されるのでお試示されるのでお試
しください!しください!

キーワードでもビデオナンバーでも!キーワードでもビデオナンバーでも!
「ビデオ検索」でお好みのビデオ検索」でお好みのビデオ作品を探そうデオ作品を探そう! ! !
見たいビデオが決まっているなら、見たいビデオが決まっているなら、
「ビデオ検索」を活用した方がカンタ「ビデオ検索」を活用した方がカンタン＆ベンリ! ベンリ! 

「LISMO Video Store」「LISMO Video Store」
内の画面下部にある「ビデ内の画面下部にある「ビデ
オ検索」ボタンを選択し、オ検索」ボタンを選択し、
「    」を押してください。「    」を押してください。

ビデオ検索画面が表示されビデオ検索画面が表示され
たら、検索方法の案内にたら、検索方法の案内に
従ってお好みのビデオ作品従ってお好みのビデオ作品
を探してください。を探してください。

リモコンの    リモコンの    
ボタボタンを押してもンを押しても
一発移動!発移動!

「キーワード検索」「キーワード検索」
では、ビデオ名やでは、ビデオ名や
出演者名などの出演者名などの
一部の文字を入一部の文字を入
力して作品を探す力して作品を探す
ことができます。ことができます。

「ビデオNO検索」「ビデオNO検索」
では、PCサイトやでは、PCサイトや
ガイド誌などに記ガイド誌などに記
載されたビデオナ載されたビデオナ
ンバーを入力してンバーを入力して
作品の詳細画面作品の詳細画面
を表示します。を表示します。

メインメニューで「3 チャンメインメニューで「3 チャン
ネル」を選択し、「    」を押ネル」を選択し、「    」を押
します。します。

チャンネルサービスTOP画チャンネルサービスTOP画
面で「5 サポート/設定」を面で「5 サポート/設定」を
選択し、「    」を押します。選択し、「    」を押します。

サポート/設定画面で「ササポート/設定画面で「サ
ポート」を選択し、「    」をポート」を選択し、「    」を
押します。押します。

サポート画面で「2サポート画面で「2 月額プラ月額プラ
ン・チャンネル/パック申込み」ン・チャンネル/パック申込み」
を選択し、「    を選択し、「     」を押します。」を押します。

月額プラン・チャンネル/パック月額プラン・チャンネル/パック申
込み画面で好みのチャンネルや込み画面で好みのチャンネルや
パックを選択パックを選択し、「    「     」を押しま」を押します。す。

申込み画面で「申込」を選申込み画面で「申込」を選
択し、「    」を押します。択し、「    」を押します。

上記の画面で「TVパスワード」を上記の画面で「TVパスワード」を
入力したうえで「OK」を選択し、入力したうえで「OK」を選択し、
「      」を押してください。「      」を押してください。

ライセンス更新手続き終了ライセンス更新手続き終了
までしばらくお待ちください。までしばらくお待ちください。

申込完了画面で「OK」を選択し、申込完了画面で「OK」を選択し、
「      」を押してください。約10分「      」を押してください。約10分
後より視聴可能となります。後より視聴可能となります。

もっともっと「     ひかり もっともっと「     ひかり ビデオ・チャンネルビデオ・チャンネル」を」を
楽しみたい! というあなたはコチラもチェック!楽しみたい! というあなたはコチラもチェック!

Video

Video

Video

Channel

5 6

「ビデオ月額パック」「えらべる「ビデオ月額パック」「えらべる
チャンネル」など、月額プランのチャンネル」など、月額プランの
追加はコチラから！追加はコチラから！
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