
取扱説明書
このたびは、STW2000をご利用いただきまして、
まことにありがとうございます。

はじめにお読みください
●●ご使用の前に、本書をよくお読みのうえ、内容を理解してから
お使いください。
●●お読みになったあとも、本製品のそばなどいつも手もとに置い●
てお使いください。
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本製品をお使いになるために
●●本製品をご利用いただくには、auひかり●テレビサー
ビスのご契約が必要です。
●●各種機能はauひかり（インターネット）回線に接続して
ご利用ください。

本製品でできること
本製品を使用して以下のことができます。
●●多チャンネル放送（IPTV）の視聴・録画
●●ホームネットワーク機能（対応予定）
●●VOD
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安全にお使いいただくために必ずお読みください

本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害
を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、
守っていただきたい事項を示しています。
その表示と図記号の意味は次のようになっています。内
容をよく理解してから本文をお読みください。本書を紛失
または損傷したときは、裏表紙に記載の当社ホームペー
ジへお問い合わせください。

本書中のマーク説明

警　告
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、
人が死亡または重傷を負う可能性が想定され
る内容を示しています。

注　意
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、
人が傷害を負う可能性が想定される内容およ
び物的損害のみの発生が想定される内容を示
しています。

お願い
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、
本製品の本来の性能を発揮できなかったり、機
能停止を招く内容を示しています。

お知らせ この表示は、本製品を取り扱ううえでの注意事
項を示しています。

This product contains technology subject to certain 
intellectual property rights of Microsoft.
Use or distribution of this technology outside of this 
product is prohibited without the appropriate license(s) 
from Microsoft.

この装置は、クラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で 
使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビ 
ジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすこと 
があります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI－B
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ご使用にあたって

●●本書はSTW2000の取り扱いに関する注意事項につ
いて説明しています。
●●ご利用されるサービス内容の詳細については巻末記
載の当社ホームページやサービス画面の説明などを
ご参照ください。
●●ご使用の際は本書に従って正しい取り扱いをしてくだ
さい。
●●本製品に搭載されているソフトウェアの取り出し／解
析(逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニ
アリングなど)、コピー、転売、改造を行うことを禁止
します。
●●本製品（本書、ソフトウェアを含む）は日本国内向け
仕様であり、外国の規格などには準拠しておりません。
また海外で保守サービスおよび技術サービスは行って
おりません。国内で使用する場合でも、日本語環境に
よるご利用のみのサービスとなっております。
This●product●is●designed●for●only●use●in●Japan●
and●we●are●not●offering●maintenance●service●
and● technical● service●of● this●product● in●any●
foreign● country.● It●works● properly● in● only●
Japanese●Operating●System.
●●本製品(ソフトウェア含む)は、外国為替および外国貿
易法に定める輸出規制品に該当するため、日本国外
に持ち出す場合は、同法による許可が必要です。
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●●本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電など
の外部要因によって、通信などの機会を逸したために
生じた障害や、万一、本製品に登録された情報内容
や本製品に接続したUSBハードディスクなどの記憶装
置に登録された情報内容が消失してしまうことなどの
純粋経済損失が起きたとしても、当社は一切その責
任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
本製品に登録された情報内容は別にメモをとるなどし
て保管してください。
●●本書掲載の図・画面はイメージであり、実際の表示と
異なる場合があります。
●●本製品を分解したり改造したりすることは絶対に行わ
ないでください。
●●本書に、他社商品の記載がある場合は、これは参考
を目的としたものであり、記載商品の使用を強制する
ものではありません。
●●本書の内容につきましては万全を期しておりますが、
お気づきの点がございましたら、裏表紙に記載の当社
ホームページへお問い合わせください。
●●本書、ハードウェア、ソフトウェア、および外観の内
容について将来予告なしに変更することがあります。
●●お客さまは、本製品に添付されているプログラム（以下●
「プログラム」といいます。）の全部または一部の解析、
改造、複製、改変、取り出し、第三者への売却、譲渡、
その他プログラムに関する著作権等を侵害する行為
を行ってはならないものとします。



6

知的財産権について

本製品を利用してインターネット上のコンテンツを利用す
る場合は、著作権法などの法規を守ってお使いください。

返却などされる場合の留意事項

本製品は、お客さま固有のデータを登録または保持可
能な商品です。本製品内のデータ流出などによる不測の
損害を回避するために、本製品を返却などされる際には、
取扱説明書をご覧のうえ、本製品内に登録または保持さ
れたデータを消去くださいますようお願いいたします。
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登録商標について

●●ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイド●
ロゴは、米国Rovi●Corporationおよび／またはその●
関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
●●Gガイドは、米国Rovi●Corporationおよび／または●
その関連会社のライセンスに基づいて生産しております。
●●米国Rovi●Corporationおよびその関連会社は、Gガ
イドが供給する放送番組内容および番組スケジュール
情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。
また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提
供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても
責任を負いません。
●●Ethernet●Ⓡ●は米国XEROX社の登録商標です。
●●HDMI、HDMIロゴおよび、High-Definition●Multimedia●●
Interfaceは、HDMI●Licensing,●LLCの商標または登
録商標です。
●●Android、Android●ロゴ、Googleは、Google●Inc.●
の登録商標です。
●●本製品のソフトウェアの一部分に、Independent●
JPEG●Groupが開発したモジュールが含まれています。
●●その他、本書に記載されている会社名・商品名は各
社の商標または登録商標です。
●●Ⓡマークおよび・表記については本文中に明記しません。
●●ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造され
ています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドル
ビーラボラトリーズの商標です。
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警　告

使用上のご注意
 ●本製品やACアダプタの内部に、異物を混入しないでください。
開口部や隙間から、内部に液体をこぼしたり異物を入れると、
ショートや発火の原因となることがあります。
 ●不安定な場所に設置しないでください。
傾いた場所や狭い場所などに置くと、落ちたり倒れたりして、
破損やけがの原因となることがあります。
 ●本製品を水や油など液体のかかる場所へ設置しないでくださ
い。漏電による火災や感電の原因となります。
 ●電源コンセントはタコ足配線をしないでください。
タコ足配線は発火の原因となったり、電源使用量がオーバーし
てブレーカーが落ちたりし、他の機器に影響を及ぼす可能性が
あります。
 ●濡れた手で触れないでください。また、濡れた手や汚れた手で
ケーブルを抜き差ししないでください。
感電の原因となることがあります。
 ●ACコードを電源コンセントに抜き差しするときは、ACコー
ドを持たずにプラグを持って抜き差ししてください。そのと
き、プラグにほこりがついていないことを確認し、根元ま
で確実に差し込んでください。また、ぐらぐらする電源コン 
セントは使用しないでください。
感電やショートによる発火の原因となることがあります。また、
プラグを抜く際、電源コンセント面に対して真直ぐに抜かないと
電源コンセント内の刃受けばねの接触が弱くなり、やがて接触
不良となり、発熱の原因となることがあります。
 ●ACアダプタおよびACコードは、必ず付属のものを使用してく
ださい。
付属品以外のものを使用すると、火災、感電の原因となること
があります。
 ●ACアダプタおよびACコードを、本製品以外に使用しないでく
ださい。
火災、感電の原因となることがあります。
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警　告

使用上のご注意
 ●半年から1年に1回はACコードを電源コンセントから抜いて、点
検、清掃を行ってください。プラグにほこりがたまっているとき
は、すぐに電源コンセントからプラグを抜いて点検、清掃を行っ
てください。
プラグ部分にほこりがたまって、火災、感電の原因となること
があります。
 ●ACコードや接続ケーブルを傷つける、破損する、加工する、
無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねるなど、しないでください。
また、重いものをのせる、踏みつける、挟みこむ、薬品類をか
けるなど、しないでください。
ACコードや接続ケーブルが破損し、火災、感電の原因となる
ことがあります。
 ●使用する電圧を間違えないでください。
定められた電源電圧以外では使用しないでください。感電、発
火の原因となることがあります。
 ●異常な熱・煙・音・臭いがする場合は、すぐに使用を中止し、
ACコードを抜いてください。
そのまま使用すると、感電、発火の原因となることがあります。
 ●キャビネットを開けて、分解、修理、改造をしないでください。
修理技術者以外の方は、本製品の分解、修理、改造を行わな
いでください。
感電、やけど、発火の原因となることがあります。また、キャビネッ
トを開けた場合は、保証の対象外となります。
 ●電池をショートさせないでください。
火災、感電の原因となることがあります。
 ●電池を火に投下しないでください。
破裂、発火の原因となることがあります。
 ●電池を濡らさないでください。
火災、感電の原因となることがあります。
 ●電池を小さなお子さまの手の届く場所に置かないでください。
誤飲による窒息などの恐れがあります。
 ●電池内部の液体が皮膚や目に入ったときは、大量のきれいな水
で洗い流し、すぐに医師の診断を受けてください。
失明や傷害の原因となることがあります。
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警　告

使用上のご注意
 ●電池を火のそばやストーブのそばなど高熱の場所での使用、放
置をしないでください。
漏液、発熱、破裂、発火の原因となることがあります。
 ●本製品には小さな部品が含まれています。小さなお子さまが飲
み込んだりしないようにしてください。
 ●本製品を梱包するビニール袋を小さなお子さまの手が届く場所
に置かないでください。
小さなお子さまがかぶると窒息する恐れがあります。
 ●本製品、リモコンおよびACアダプタを電子カーペットの上やこ
たつの中では使用しないでください。
肌が触れる部分が低温やけどなどになる恐れがあります。
 ●本製品、リモコンおよびACアダプタ、ACコードが著しく変色
している場合や、外観に破損がある場合は、ACアダプタを電
源コンセントから抜いて使用を中止してください。
火災・感電の原因となることがあります。
 ●暗い部屋で、画面の強い光や光の点滅を見つめないでくださ
い。
ごくまれに筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こされ
る方がいます。そのような経験のある方は事前に医師と相談し
てください。
 ●自動ドア、火災報知器など自動制御機器の近くに置かないでく
ださい。
本製品からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、
誤動作による事故の原因となることがあります。
 ●本製品、リモコンおよびACアダプタを、高精度な制御や微弱
な信号を取り扱う電子機器や心臓ペースメーカなどの近くに設
置したり、近くで使用しないでください。
電子機器や心臓ペースメーカなどの誤動作の原因となることが
あります。また、医療用電子機器の近くや病院内など、使用を
制限された場所では使用しないでください。
 ●背面や底面の吸排気口をふさがないでください。
内部に熱がこもると、火災の原因となることがあります。



11

警　告

使用上のご注意
 ●吸排気口にほこりがたまっている場合は清掃してください。清掃
の際は電源を切って、ACアダプタを外した状態で実施してくだ
さい。
 ●エアダスターなどの清掃用スプレー（可燃性の物質を含む）を
使用しないでください。
 ●本製品の内部にほこりがたまっている場合は、掃除機などを
用いて吸い出してください。その際、筐体を分解しないでくだ 
さい。
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注　意

使用上のご注意
 ●本製品、リモコンおよびACアダプタを布や布団などでおおった
状態で使用しないでください。
内部の温度が上昇し、装置の故障、キャビネットの変形、発火
の原因となることがあります。
 ●湿度の高い場所での保管や使用はしないでください。
感電の原因となることがあります。
 ●温度差の大きい場所へ移動した場合は、すぐには使用しないで
ください。
本製品を寒い場所から急に暖かい場所に移動させたときは、本
製品内部に結露が発生し、故障の原因となります。万一結露し
た場合は、ACアダプタを抜いた状態で放置し、完全に自然乾
燥させてからACアダプタを接続してください。
 ●火気に近づけないでください。
キャビネットの変形によるショート、発火や装置温度の上昇によ
る装置破壊の原因となることがあります。
 ●使用中にACコードを外さないでください。
また、ACコードに足など引っ掛けないでください。使用中に
ACコードが抜けると、設定中の情報を失うことがあります。
 ●近くで雷が発生したときは、ACコードを電源コンセントから抜
いて、ご使用をお控えください。
近くで雷が落ちた場合は、火災・感電の原因となることがあり
ます。
 ●長時間使用しないときは、ACコードを電源コンセントから抜い
てください。
絶縁劣化による感電、漏電火災の原因となることがあります。
 ●リモコンに電池を入れるときは、電池の（＋）（－）を間違わない
でください。
液漏れによる火災、リモコンの破損の原因となることがあります。
 ●異なった種類の電池、または使用済み電池と未使用電池の混用
はしないでください。
液漏れによる火災、リモコンの破損の原因となることがあります。
 ●長時間使用しないときは、液漏れ防止のため、リモコンから電
池を抜いてください。
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注　意

使用上のご注意
 ●リモコンを保管する際、小さなお子さまの手の届かない場所に
保管してください。
 ●テレビの画面に近づきすぎたり、長時間の視聴を行わないでく
ださい。
視力の低下につながる恐れがあります。
 ●映像は、部屋を明るくして視聴してください。
暗所で視聴すると、視力の低下につながる恐れがあります。ま
た、てんかんなどを引き起こす恐れがあります。
 ●電池を一般のゴミとして廃棄しないでください。
お住まいの地域の、自治体の条例に従って破棄してください。
 ●雷が鳴りだしたら、ACコードに触れたり、周辺機器の接続をし
たりしないでください。落雷による感電の原因となります。
 ●運用中、本製品は発熱しますので、本製品には長時間触れない
でください。低温やけどの原因となることがあります。
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注　意

設置するときのご注意
 ●本製品をテレビチューナ、DVDプレーヤ、ハードディスクレコー
ダ、ゲーム機、パソコンなどの発熱する機器の上には設置しな
いでください。
故障や火災の原因となることがあります。
 ●本製品の前後左右3cm、上3cmに、壁やものがない場所に設
置してください。
換気が悪くなると本製品内部の温度が上がり、故障や変形の原
因となることがあります。
 ●上にものをのせないでください。
変形、破損することがあります。また、換気が悪くなり、本製
品内部の温度が上がり、故障の原因となることがあります。
 ●屋外には設置しないでください。
屋外に設置した場合の動作保証はいたしません。
 ●温度5℃～ 40℃・湿度85％以下で結露しない場所に設置してく
ださい。
温度や湿度がこの範囲を超えると、故障の原因となることがあ
ります。
 ●直射日光のあたる場所や暖房器具の近くには設置しないでくだ
さい。
内部の温度が上がり、火災・故障の原因となることがあります。
 ●水や油などの液体や湯気のかかる場所には設置しないでくだ 
さい。
故障の原因となることがあります。
 ●ほこりや小さな金属片の多い場所には設置しないでください。
故障の原因となることがあります。
 ●衝撃のかかる場所には設置しないでください。
故障の原因となることがあります。
 ●接続しているケーブル類を踏まないような場所に設置してくだ 
さい。
ケーブルを踏むと、感電や故障の原因となることがあります。
 ●梱包箱やビニール袋に入れたまま使用しないでください。
本製品内部の温度が上がり、本体の変形、故障、発火の原因
となることがあります。
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注　意

設置するときのご注意
 ●落としたり、強い衝撃を与えないでください。
故障の原因となることがあります。
 ●塩水がかかる場所、亜硫酸ガス、アンモニアなどの腐食性ガス
が発生する場所で使用しないでください。
故障の原因となることがあります。
 ●天地を逆さまに設置しないでください。無線性能が劣化するこ
とがあります。
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お願い

その他
 ●本製品をお手入れする際は、ACコードのプラグを電源コンセン
トから抜いて行ってください。
 ●ベンジン、シンナー、アルコールなどで拭かないでください。
本製品の変色や変形の原因となることがあります。汚れがひど
いときは、薄い中性洗剤をつけた布をよくしぼって汚れを拭き
取り、柔らかい布でからぶきしてください。
 ●本製品に殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。また、
ゴムやビニール、粘着テープなどを長時間接触させないでくだ
さい。
変形、変色の原因となることがあります。
 ●次のようなときは、本製品のSTB電源をOFFにしたり、ACアダ
プタを電源コンセントから抜いたりしないでください。
故障の原因となることがあります。
• 本製品の起動中
• ファームウェアの更新中
• ファイル操作中および操作直後
 ●リモコンの電池は新品で使用期限に十分余裕のある電池を使用
してください。
次のような電池を使用した場合は、リモコンの操作ができない
可能性があります。
• 消耗した電池
• 充電式電池
 ●リモコンの電池を交換する際は、古い電池と混合せずに2本と
も交換してください。
また、異なる種類の電池を混用しないでください。
 ●本製品、またはACアダプタを樹脂製のものやビニールでコー
ティングされたもの、熱に弱いものの近くに設置しないでくだ
さい。
本製品やACアダプタ・近くに設置したものが変形・変色・損
傷する可能性があります。
 ●携帯電話・スマートフォン・タブレットなどの充電として、本製
品のUSB端子を使用しないでください。
 ●USB対応のヒーター、扇風機、ライトなどの電源として、本製
品のUSB端子を使用しないでください。
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お願い

その他
 ●録画用ハードディスクとして、ACアダプタが付属されている
USBハードディスク（セルフパワータイプ）をご使用ください。
 ●ACアダプタが付属されていないUSBハードディスク（バスパ
ワータイプ）は使用しないでください。
 ●USBハブはセルフパワーのものをご使用ください。

電波に関する注意事項

本製品の本体および付属の無線方式リモコン（以下、「本
製品」と略す）は、技術基準適合認証を受けた無線機器
を内蔵しています。本製品をご使用する際に、無線局の
免許は必要ありません。ただし、ご使用にあたっては以
下の点にご注意してお取り扱いください。

本製品は、2.4GHz●帯域の電波を使用しており、この周
波数帯では電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の
ほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用
される移動体識別用構内無線局、および免許を要しない
特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下、「他
の無線局」と略す）が運用されています。

1.●本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運
用されていないことを確認してください。

2.●万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉
が発生した場合は、速やかに使用場所を変えるか、
または機器の運用を停止（電波の発射を停止）して
ください。

3.●その他、電波干渉の事例が発生し、何かお困りの
ことが起きた場合には、本書巻末記載のお問い合
わせ先へご連絡ください。
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●■ 本製品は、日本国内でのみ使用できます。
●■ 次の場所では、電波が反射して通信できない場合
があります。
•●強い磁気、静電気、電波障害が発生する場所(電
子レンジ付近など)
•●金属製の壁(金属補強材が中に埋め込まれている
コンクリートの壁も含む)の部屋
•●異なる階の部屋同士
●■ 本製品をコードレス電話機やテレビ、ラジオなどを
お使いになっている近くで使用すると影響を与える
場合があります。
●■ 本製品は、技術基準適合認証を受けていますので、
本製品を分解・改造した場合、本製品に貼ってあ
る証明ラベルをはがした場合、法律により罰せられ
ることがあります。
●■ 本製品に表示した  2.4 DS/OF4 ● 2.4 FH/XX8  は、次の
内容を示します。

2.4 使用周波数 2.4GHz帯
DS

変調方式

DS-SS方式
OF OFDM方式
FH FH-SS方式
XX その他の方式
4

想定干渉距離
40m以下

8 80m以下

周波数変更の
可否

全帯域を使用し、かつ移動
体識別装置の帯域を回避可
能であること。
全帯域を使用し、かつ移動
体識別装置の帯域を回避不
可であること。
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無線LANに関する注意事項

●●最大6.9Gbps（規格値）や最大600Mbps（規格値）は、
IEEE802.11の無線LAN規格の理論上の最大値であ
り、実際のデータ転送速度（実効値）を示すものでは
ありません。
●●無線LANの伝送距離や伝送速度は、周囲の環境条件
（通信距離、障害物・電子レンジなどの電波環境要素、
使用するパソコンの性能、ネットワークの使用状況な
ど）により大きく変動します。
●●本製品は、以下の周波数帯を使用しています。
2.4GHz帯 •●1 ～ 13ch　(2412 ～ 2472MHz)

5GHz帯

•●W52　●36/40/44/48ch　（5180～
5240MHz）

•●W53　●52/56/60/64ch　（5260～
5320MHz）

•●W56　●100/104/108/112/116/120/124
/128/132/136/140●ch（5500～
5700MHz）

●●本製品をW52、W53で使用する場合、屋外で使用
は法令により禁止されています。

無線LANご使用時におけるセキュリティのご注意

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電
波を利用してパソコンなどと無線LANアクセスポイント
間で情報をやり取りするため、電波の届く範囲であれば
自由にLAN接続が可能であるという利点があります。
その反面、電波は特定の範囲内であれば障害物（壁など）
を越えてすべての場所に届くため、セキュリティを設定
していない場合、以下のような問題が発生する可能性が
あります。
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●■ 通信内容を盗み見られる
悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、IDやパス
ワード、またはクレジットカード番号などの個人情
報、メールの内容などの通信内容を盗み見られる
●■ 不正に侵入される
次のような行為をされてしまう。

行為 内容

情報漏洩
悪意ある第三者が、無断で個人や会社内の
ネットワークへアクセスし、個人情報や機密
情報を取り出す

なりすまし 特定の人物になりすまして通信し、不正な情
報を流す

改ざん 傍受した通信内容を書き換えて発信する

破壊 コンピュータウィルスなどを流しデータやシ
ステムを破壊する

本来、無線LAN製品には、これらの問題に対応す
るためのセキュリティのしくみを持っています。無
線LAN製品のセキュリティを設定することで、これ
らの問題が発生する可能性は少なくなります。

無線LAN製品は、工場出荷状態では、セキュリティ
が設定されていない場合があります。従って、これ
らの問題発生の可能性を少なくするためにも、無
線LAN製品をご使用になる前に、必ずセキュリティ
に関するすべての項目を設定してください。
なお、無線LANの仕様上、特殊な方法によりセキュ
リティ設定が破られることもありますが、ご理解の
うえご使用ください。
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当社では、お客さまが無線LAN製品のセキュリティ
項目を設定しないで使用した場合の問題を十分理
解したうえで、お客さま自身の判断と責任において
セキュリティを設定し、本製品を使用することをお
すすめします。

セキュリティ項目を設定せずに、もしくは無線LAN
の仕様上やむをえない事情によりセキュリティの問
題が発生してしまった場合、当社はこれによって生
じた損害に対する責任は一切負いかねますのであ
らかじめご了承ください。
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録画に関するご注意

●●お引越し、破損、故障により本製品を交換した場合、
お客さまが登録された情報内容や番組録画データな
どのデータは移し替えることができません。移し替え
できないことによる損害および遺失利益につきまして
は、当社は一切責任を負いません。
●●本製品はお客さまが映像を楽しむことを目的とした商
品です。本製品に接続したUSBハードディスク以外へ
の録画方法や録画時のトラブルについては、当社サー
ビスのサポート外となりますので、ご了承ください。
●●本製品で録画・録音したものは、著作権法上、個人
または家庭内などで楽しむ以外には、権利者に無断で
使用できません。なお、著作権法違反に基づく民事お
よび刑事上の責任に関して、当社は一切の責任を負
いません。
●●本製品に接続したUSBハードディスクへ、以下の番組
は録画できません。
●– 録画禁止の番組
●– VODサービス
●– 当社が録画禁止と指定するもの
また、本製品でUSBハードディスクに録画した番組を
別のUSBハードディスクにコピー /移動することはで
きません。
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●●本製品でご利用いただけるUSBハードディスクは、当
社が動作確認を行った、USB2.0/3.0規格に対応した
ACアダプタ給電タイプのUSBハードディスクです。
動作確認済みのUSBハードディスクについては、裏表
紙に記載の弊社ホームページをご覧ください。
動作確認済みのUSBハードディスクについては、同一
メーカー、同一型番であっても動作を保証するもので
はありません。万一、動作確認済みのUSBハードディ
スクを利用できなかった場合でも、USBハードディス
クの交換、買い取りなどには応じられませんのでご注
意ください。
●●当社が動作確認を行ったUSBハードディスクを利用して
録画できなかった場合、USBハードディスク内部のデー
タが削除された場合、USBハードディスクが壊れた場
合、およびその他USBハードディスクに係るいかなる問
題が発生した場合でも、当社は一切その責任を負いか
ねますので、あらかじめご了承ください。
●●本製品にUSBハードディスクを接続してご利用される
場合は、はじめに本製品にてフォーマットする必要が
あります。
フォーマットを実行すると、USBハードディスクに保存
されているデータはすべて消去されるため、必要な
データについてはあらかじめ他のメディアなどへの移
動を行ってください。
なお、本製品でUSBハードディスクに録画した番組を
別のUSBハードディスクにコピー /移動することはで
きません。
●●USBハードディスクがパソコンなど他の機器でご利用
いただけない状態の場合は、本製品を用いてフォー
マットを実行できないことがあります。
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●●本製品にUSBハードディスクを接続し、フォーマットを
実行する場合は、本製品が認識したUSBハードディス
クの最大領域がフォーマットされます。
●●本製品でフォーマットを実行したUSBハードディスク
は、パソコンなど他の機器では利用できません。本製
品専用の録画用ハードディスクとしてご利用ください。
録画した番組が保存されているUSBハードディスクを
他の機器に接続した場合は、録画した番組が再生で
きなくなる可能性があります。また、録画した番組が
保存されているUSBハードディスクを他の機器で利用
した場合は、利用後は、録画した番組の再生ができ
なくなりますのでご注意ください。
●●USBハードディスクを5台以上同時に本製品に接続す
ることはできません。
●●本製品の故障などにより本体を交換した場合は、交換
前に録画した番組を視聴することはできません。
●●動作確認済みのUSBハードディスクについては、裏表
紙に記載の弊社ホームページをご覧ください。
●●本製品では、暗号化機能、および、認証機能を有し
たUSBハードディスクはご利用いただけません。また、
USBハードディスク自体が有している省電力機能はご
利用いただけません。これらの機能を停止しても、本
製品ではご利用いただけないことがあります。
●●本製品では、RAID機能を有したUSBハードディスク
はご利用できません。
また、機能を停止しても、本製品ではご利用いただ
けないことがあります。
●●大切な番組を録画される場合は、事前に試し録りする
など、機器が正しく動作することを確認してからご利
用ください。
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●●録画中、録画した番組の再生中、または録画予約中に、
停電、もしくはACアダプタを電源コンセントから抜く
などにより、本体への通電が断たれると、USBハード
ディスクに録画した番組が損なわれることがあります。
●●停電などにより、本体への通電が断たれたため生じた
損害について、当社は一切その責任を負いかねます
ので、あらかじめご了承ください。

お客さま情報に関するご注意

●●本製品は、お客さま固有のデータを登録、または保
持する商品です。本製品内のデータが流出すると不測
の損害を被る恐れがあります。データの管理には十分
お気をつけください。
●●本製品を返却などされる際には、本製品のデータは
必ず消去してください。
本製品の初期化は、取扱説明書に記載された手順に
従って実行してください。
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仕様
■	本体
電源 AC100V●50Hz/60Hz
消費電力 最大約 18W

標準スタンバイ時●：最大 10W以下
ECOスタンバイ時●：最大 5W以下
※ACアダプタを除く

接続端子 ACアダプタ接続端子× 1
HDMI 出力端子× 1
HDMI 入力端子× 1
USBポート（USB3.0）× 2
LANポート（10BASE-T/100BASE-
TX/1000BASE-TX）

無線 IEEE802.11●a/n/ac（5GHz）
IEEE802.11●b/g/n（2.4GHz）
Bluetooth4.1（BR/EDR/LE）

最大出力画素数 横●3840●×縦●2160
外形寸法 約 168mm●(W) ×約 160mm●(D)

×約 30mm●(H)
（縦置き台・突起部を除く）

質量 本体：約 400g、縦置き台：約 30g
環境条件 使用周囲温度範囲●5℃～ 40℃

許容相対湿度●85％以下（結露のないこと）
●
■	リモコン
電源 単 3乾電池 2個使用 （1.5V× 2）
STB操作距離 約 10m以内

Bluetooth4.1（LE） 通信
TV操作距離・範囲 約 7m以内 （本体正面距離）
音声入力 マイク× 1
質量 約 110g（乾電池を除く）
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GPL・LGPLについて
本製品に格納されているプログラムには、GNU●General●●
Public●License（GPL）（またはGNU●Lesser●Public●License
（LGPL））にもとづきライセンスされるソフトウェアが含
まれています。
本製品に格納されているプログラムで上記ライセンスが
適用されるオープンソースソフトウェアのソースコードは
ご要望に応じて媒体提供いたします。ただし下記の点を
あらかじめご了承ください。
•●ソースコードの内容などについてのご質問には一切お
答えできません。
•●提供されたソースコードにより作成されるプログラムに
ついては一切の保証をいたしません。
•●媒体提供の際には別途実費を申し受ける場合があり
ます。
•●ソースコードの提供期間は本製品の生産打ち切り後、
概ね３年とさせていただきます。

媒体提供を希望される場合は下記までお問い合わせくだ
さい。

gpl-1606-92@info.sei.co.jp
住友電気工業株式会社
GPL関連窓口
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本書の見かた

タイトル

章タイトル

操作手順

操作結果と
操作補足説明

お願い

• XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXX  XXXXX 
XXXXXXXXXXXXX

お知らせ

• XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXX  XXXXX 
XXXXXXXXXXXXX

4 【XXXXX】

4.2 XXXXXXXX

4.2.3　XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 ▼4.2.3.1 XXXXXXXXXXXXXX
1  □□□□□□□ を押す
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
• XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

お願い
機能に関するお願い事項
お知らせ
機能に関する詳細説明

•●操作手順は、主にリモコンキーからの操作を記載して
います。操作方法が複数あるときは、最も簡単な操作
方法を記載しています。
•●リモコンキーの操作については、リモコンキーのイラ
ストを使用しています。
●はその操作で押す部分をイラストで示しています。

【例】  ●で「設定」を選び、 ●を押す

•●各画面に表示されるアイコンについては▶P136を●
ご確認ください。
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1 【はじめに】 

1.1 本体と付属品の確認
箱の中に本体および付属品が入っています。まずこれら
がすべて揃っていることをご確認ください。
万一、足りないものや、付属の書類に乱丁・落丁があり
ましたら、お客さまセンターへご連絡ください。
お客さまセンターのご連絡先▶裏表紙

お知らせ

• ご契約終了時には、STW2000本体と付属品をまとめてご返却い
ただきます。

本体●1台 縦置き台●1個 ACアダプタ●1対

リモコン●1個 リモコン用単3型乾電池
2本（動作確認用）

LANケーブル
（フラット型●10m）●1本

HDMIケーブル
（1.5m）●1本

ご利用にあたっての
注意事項●1冊 簡単ガイド（本書）1部

STW2000
ご利用にあたっての注意事項
このたびは、STW2000をご利用いただきまして、まことにありがとう
ございます。

はじめにお読みください
 ● ご使用の前に、本書をよくお読みのうえ、内容を理解してからお使いください。
 ● お読みになったあとも、本製品のそばなどいつも手もとに置いてお使いください。
 ● 本製品の具体的な接続、操作、設定方法については、下記URLから本製品の取扱説明書を
ダウンロードし、ご参照ください。

http://www.au.kddi.com/

♪
♬♫

はじめに
auひかり テレビサービス
（多チャンネル放送/VOD）

ご利用になる機能により、機器の接続方法が異なります。
本書の手順を参考に接続してご利用ください。

本製品では以下の機能が使えます。

1

2

STW2000

簡単ガイド

録画機能（外付けHDDは別売りです）
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1.2 各部の名前とはたらき
1.2.1 本体前面

⑤ ②① ③ ④ ⑥

①●電源ボタン
● 主電源のオン／スタンバイ（待機状態）を切り換えます。
②●POWERランプ

色 状態 本製品の状態 優先度※

― 消灯 電源オフ状態 1
赤 点灯 ECOスタンバイ中 1

点滅 リモコンが未ペアリングの状態 2
緑 点灯 通常状態（電源オン状態） 3
橙 点灯 標準スタンバイ中 1

点滅 起動中または終了中 ―
※●同時に複数の状態になったときは、番号が小さい順に
優先されます。
ECOスタンバイと標準スタンバイの違いについて
▶P56

③●RECランプ
色 状態 本製品の状態 優先度※

― 消灯 録画予約なし ―
赤 点滅 録画不可 1
緑 点灯 録画予約あり 3
橙 点灯 録画中 2
※●同時に複数の状態になったときは、番号が小さい順に
優先されます。
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④●STATUSランプ
色 状態 本製品の状態 優先度※

― 消灯 正常状態 ―
赤 点灯 サービス未契約 4

点滅 ネットワーク非接続 3
緑 点灯 Android●OS起動中 1

点滅 外部DLNA機器で視聴中 6
橙 点灯 セキュリティ異常状態 2

点滅 ソフトウェアダウンロード中 5
※●同時に複数の状態になったときは、番号が小さい順に
優先されます。

⑤●USB●ポート（USB3.0●対応）
● 本製品に対応したUSB●機器を接続します。
⑥●ペアリングボタン
● 付属のリモコンとペアリングを行う際に使用します。
▶P54、55

お願い

• 本製品に対応した USB 機器以外は、接続しないでください。
対応するUSB 機器については、au ひかりホームページ 

（http://www.au.kddi.com）をご覧ください。
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1.2.2 本体背面

② ①⑥ ③ ④ ⑤

①●HDMI入力端子
● 映像/●音声信号を入力します。
● 本製品が標準スタンバイモードのとき、HDMI入力端
子に接続した機器の映像をテレビに表示することがで
きます。テレビのHDMI入力端子が足りないときなど
にご利用ください。

● 使用方法について▶P47
②●HDMI出力端子
● 映像／音声信号を出力します。
● HDMI対応のテレビのHDMI●端子と接続します。
③●USB端子（USB3.0●対応）
● 本製品に対応したUSB●機器を接続します。
④●LANポート
● 付属のLAN●ケーブルでホームゲートウェイのLAN●
ポートと接続します。

⑤●電源端子
● 付属のAC●アダプタを接続します。
⑥●リセットスイッチ
● 本製品を再起動します。
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1.2.3 リモコン

リモコンは、画面の状態によって操作方法が異なります。
キーの名称と機能は次のとおりです。

①電源キー

⑰マイクキー

⑯消音キー
⑮チャンネルキー

⑭パレンタル
　ロックキー

⑬dキー
⑫数字キー
⑪戻るキー

⑩ビデオパスキー

⑨矢印キー
⑧決定キー
⑦番組表キー

⑥録画一覧キー
⑤IPTVキー
④カラーキー
③10秒戻しキー
②録画キー

マイク
⑱TV電源キー

㉖auひかり
　サービスキー

㉕テレビ音量キー

㉔3桁入力キー

㉓サブメニューキー

㉒ホームキー
㉑予約一覧キー

⑳チャプター戻しキー／
　チャプター送りキー

⑲入力切換キー
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名称 キー 機能説明
①電源キー 本製品のオフ（スタンバイ

モード）、オン（スタンバイモー
ド復帰）を切り換えます。

②録画キー 視聴中の番組を録画します。
操作方法▶P92

③10秒戻しキー 10秒単位で早戻しをします。
④カラーキー それぞれの画面に表示され

た動作をします。
⑤IPTVキー 放送視聴画面を表示します。
⑥録画一覧キー 録画一覧を表示します。

録画一覧画面について
▶P95

⑦番組表キー 番組表を表示します。
番組表について▶P62

⑧決定キー 選ばれたメニュー項目を決定
します。

⑨矢印キー メニューや各画面でカーソル
を移動します。

⑩ビデオパスキー ビデオパスサービス画面を表
示します。

⑪戻るキー 前のメニューや画面に戻りま
す。

⑫数字キー
～

現在ご利用されている画面に
従って使用します。

⑬dキー 現在ご利用されている画面に
従って使用します。

⑭●パレンタル●
ロックキー

視聴年齢制限の設定/解除を
切り換えます。
視聴年齢制限の解除をする
ためには暗証番号が必要とな
ります。
視聴年齢制限について
▶P73

⑮チャンネルキー 多チャンネル放送のチャンネ
ルを変更します。
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名称 キー 機能説明
⑯消音キー テレビを消音します。

再度押すと、消音前の音量
を出力します。

⑰マイクキー 音声入力機能を起動します。
マイクに向かってお話しくだ
さい。

⑱TV電源キー テレビの電源をオン/オフしま
す。

⑲入力切換キー テレビの入力設定を変更しま
す。

⑳●チャプター戻しキー／●
チャプター送りキー

1つ前または次のチャプター
に移動します。

�予約一覧キー 予約一覧を表示します。
予約一覧画面について
▶P91

�ホームキー Androidホーム画面を表示し
ます。
Androidホーム画面につい
て▶P102

�サブメニューキー サブメニューを表示します。
�3桁入力キー 多チャンネル放送の3桁の

チャンネル番号を入力すると
きに表示します。
操作方法▶P61

�テレビ音量キー テレビの音量を変更します。
※ テレビ音量を変更するには、あ 

らかじめTVメーカー設定が
必要となります。設定方法は
リモコンの背面をご確認くだ
さい。

�●auひかり●
サービスキー

auひかりサービス画面を表示
します。
auひかりサービス画面につ
いて▶P100

お知らせ

•  、  、  、  、  は接続したテレビを操作
するキーです。
設定方法▶P49
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1.3 暗証番号の確認
暗証番号は、視聴年齢制限に該当する番組を見たり、設
定を初期化するときなどに必要な番号です。
暗証番号の入力が必要なときは、以下の暗証番号確認
画面が表示されます。
•●初期状態の暗証番号は「1234」です。
暗証番号の変更方法▶P129

機能 暗証番号画面が表示されるとき 参照先
視聴年齢●
制限設定

R指定番組、成人番組など、視聴年齢制限
に該当する番組を選んだ場合、視聴年齢制
限の設定によって表示されます。

P73

設定画面に入る前に暗証番号を入力します。
その後、設定が可能となります。

P129
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2 【設置・接続する】 

2.1 本製品を設置する
本製品は縦置きで設置されることをおすすめします。
ただし、お客さまの環境に合わせて横置きでも設置はでき●
ます。脚がある面を下にして安定した水平な場所に設置
してください。

注 意
• 本製品をテレビチューナ、DVDプレーヤ、ハードディスクレコー

ダ、ゲーム機、パソコンなどの発熱する機器の上には設置しな
いでください。故障や火災の原因となることがあります。上記以
外の方法で設置された場合、無線やその他性能などが十分に発
揮されない場合があります。

• 本製品の前後左右3cm、上3cmに、壁やものがない場所に設
置してください。換気が悪くなると本製品内部の温度が上がり、
故障や変形の原因となることがあります。

• 上にものをのせないでください。変形、破損することがあります。
また、換気が悪くなり、本製品内部の温度が上がり、故障の原
因となることがあります。

お願い

• 本製品を横置きに設置すると、下部（脚がある面）が熱くなること
があります。
本製品の下部やその下の台をさわらないように注意してください。
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1 ●付属の縦置き台を、本体底面に取り付ける
スタンドの突起部と、本体底面のくぼみを合わせるようカチッ
と音がするまで差し込みます。
• 底面にはスタンドの突起部を合わせるくぼみがあります。

凹部

凹部

2 ●安定した水平な場所に設置する
本製品の設置面以外は3cm 以上の空間を作るようにしてくだ
さい。

3cm

3cm

3cm

3cm

3cm

●横置きで設置する
脚がある面を下にして安定した水平な場所に設置します。
•●本製品の設置面以外は3cm●以上の空間を作るように
してください。

3cm

3cm3cm

3cm

3cm



42

2.2 本製品の接続をする
本製品とテレビ、ホームゲートウェイ、外付けHDDやその
他の周辺機器（ブルーレイレコーダなど）を接続します。
ホームゲートウェイとの接続は、ご利用いただくサービ
スにより異なります。

お願い

• 接続時には各ケーブルのコネクタ部の向きに注意してください｡
• 無理に接続しようとすると破損する恐れがあります｡

本製品と各機器を接続すると、以下のようになります。

外付けHDD

STW2000本体

ホームゲートウェイ

付属LANケーブル

付属HDMI
ケーブル

USB
ケーブル

※外付けHDDは
　別売りです。

HDMI端子
入力対応テレビ

ブルーレイ
レコーダなど

HDMIケーブル
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2.3 接続の流れ

テレビと接続する

LAN●ケーブルでホームゲートウェイと接続する

外付けHDD●と接続する（お使いになる場合）

その他の周辺機器（ブルーレイレコーダなど）を接続する
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2.4 テレビと接続する
付属のHDMI●端子ケーブルを使い、HDMI●端子入力対
応のテレビと接続してください。

HDMI端子
入力対応テレビ

付属HDMI
ケーブル

HDMI
入力端子

HDMI出力端子

お願い

• HDMIケーブルの接続方向には向きがあります。誤った向きのま
ま無理に接続しようとすると、HDMI出力端子が破損する恐れが
ありますのでご注意ください。

• 主電源をオンにした状態でHDMIケーブルを抜き差ししないでく
ださい。

• テレビの電源をオンにしたあとに本製品の主電源をオンにしてく
ださい。先に本製品の主電源をオンにしていると、映像が正しく
映らない場合があります。

• テレビとの接続には、付属のHDMIケーブルをご利用ください。
• 本製品を、ビデオ、AVアンプ、セレクター経由でテレビにつなぐと、

コピーガードにより正常な画像にならないことがあります。
• その場合は、本製品とテレビを付属のHDMIケーブルにて直接、

接続してください。
• コピーガード仕様の番組およびビデオは著作権保護のために「視

聴すること」のみ許諾されており、著作権者による文章に明示さ
れた許諾がない限り、複製およびその複製物の再生はできません。

お知らせ

• HDMIケーブルは映像データと音声データを同時に出力できます。
• 本製品のHDMI出力端子は、HDMI機器と接続できます。（お使い

の機種によっては、正常に映像が映らない場合があります。）
• 長さが足りないなどで市販のHDMIケーブルを利用される場合

は、ハイスピードHDMIケーブルをご利用ください。
• 4K映像を楽しむには、4K対応テレビと接続する必要があります。
• 4K映像を楽しむには、付属のHDMI ケーブルまたはハイスピード

HDMIケーブルで接続してください。
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2.5 LANケーブルでホームゲートウェイと接続
する

本製品のLAN●ポートとホームゲートウェイを、付属LAN
ケーブルで接続する

ホームゲートウェイ

付属LANケーブル

LANポート

お願い

• ホームゲートウェイとの接続には、付属のLANケーブルをご利用
ください。

お知らせ

• 市販のLANケーブルを利用される場合は、カテゴリー５e以上の
LANケーブルをご利用ください。

• LANケーブルが接続されている場合は、無線LAN接続はできま
せん。
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2.6 外付けHDDと接続する（お使いになる場合）
外付けHDDと接続すると番組を録画することができます。
外付けHDDと接続するときは、●市販のUSBケーブルで
接続してください。
外付けHDDのご利用には、登録・初期化が必要です。
▶P122
また、取り外しの際には必ず設定メニュー「外付け
HDD」の「外付けHDD●取り外し」を行ってから、取り外
してください。▶P124
お願い

• 動作確認済みモデルの外付けHDDのご利用をおすすめいたします。
動作確認モデルにつきましては、auひかりホームページ 

（http://www.au.kddi.com）にてご確認ください。
• 携帯電話・スマートフォン・タブレットなどの充電として、本製品
のUSB端子を使用しないでください。

• USB対応のヒーター、扇風機、ライトなどの電源として、本製品
のUSB端子を使用しないでください。

• 録画用ハードディスクとして、ACアダプタが付属されているUSB
ハードディスク（セルフパワータイプ）をご使用ください。

• ACアダプタが付属されていないUSBハードディスク（バスパワー
タイプ）は使用しないでください。

• USBハブはセルフパワーのものをご使用ください。
• 外付けHDDを登録すると初期化され、外付けHDD内のデータは
削除されます。

• 破損や故障により本製品を交換した場合、お客さまが登録され
た情報内容や番組録画などのデータは移し替えることができませ
ん。移し替えできないことによる損害および逸失利益につきまし
て、当社は一切責任を負いません。

• 万一、お客さまが録画された番組などのデータが消失した場合の
損害および逸失利益につきまして、当社は一切責任を負いません。

USB端子
USB端子

USBケーブル

外付けHDD
※外付けHDDは
　別売りです。
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2.7 その他の周辺機器（ブルーレイレコーダなど）
を接続

本製品が標準スタンバイモードのとき、HDMI入力端子
に接続した機器の映像をテレビに表示することができま
す。テレビのHDMI入力端子が足りないときなどにご利
用ください。

お願い

• HDMIケーブルの接続方向には向きがあります。誤った向きのま
ま無理に接続しようとすると、HDMI出力端子が破損する恐れが
ありますのでご注意ください。

• 主電源をオンにした状態でHDMIケーブルを抜き差ししないでくだ
さい。

お知らせ

• HDMIケーブルは映像データと音声データを同時に出力できます。
• 本製品のHDMI入力端子は、HDMI機器と接続できます。（お使い

の機種によっては、正常に映像が映らない場合があります。）

ブルーレイ
レコーダなど

HDMIケーブル

HDMI入力端子

HDMI
出力端子
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3 【準備をする】

3.1 リモコンの準備
3.1.1 リモコンに電池を入れる

リモコンに単3の乾電池を挿入し、使用できるようにします。

付属の乾電池（単3形×2本）を
入れる

リモコンのフタを外す

フタを戻す

注 意
• 電池収納部のイラストを参考にして、プラス（＋）、マイナス（－）の 

向きを正しく差し込んでください。
• 電池交換する際には、新・旧の乾電池や種類の違う乾電池（マ

ンガン、アルカリ）を混ぜて使用しないでください。
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3.1.2 リモコンでテレビを操作する

本製品のリモコンでテレビを操作できるように設定します。

1 ●テレビの電源をオンにする
2 ●本製品のリモコンの● ●を押しながら登録番号
を●● ～ で入力する

 を押しながら、数字キーを1つずつ順番に押して、登
録番号を入力します。
• キー操作は次ページの登録番号一覧を参照し、ご使用され

ているテレビメーカーに合わせて登録してください。

数字キー

テレビ電源キー

テレビを操作するときに使えるキー
キー 機能説明

テレビの電源をオン/●オフします。

テレビの入力設定を変更します。

テレビを消音します。
再度押すと、消音前の音量を出あ力します。
テレビの音量を変更します。

【例】パナソニック1●の場合
●を押しながら、 ●、 ●の順に押します。
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●登録番号一覧
テレビメーカー 登録番号

パナソニック1 ●＋● ●

パナソニック2 ●＋● ●

パナソニック3 ●＋● ●

パナソニック4 ●＋● ●

パナソニック5 ●＋● ●

SONY1 ●＋● ●

SONY2 ●＋● ●

シャープ1 ●＋● ●

シャープ2 ●＋● ●

シャープ3 ●＋● ●

東芝 ●＋● ●

三菱1 ●＋● ●

三菱2 ●＋● ●

三菱3 ●＋● ●

三菱4 ●＋● ●

日立1 ●＋● ●

日立2 ●＋● ●

日立3 ●＋● ●

日立4 ●＋● ●

LG ●＋● ●

ビクター／ JVC ●＋● ●

パイオニア ●＋● ●
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お知らせ

• 同じメーカーで複数の番号がある場合は、正しく操作できるいず
れかの番号に設定してください。

• お使いのテレビによっては付属のリモコンで操作できない場合が
あります。その場合はテレビのリモコンをお使いください。

• テレビのチャンネルは変更できません。
• リモコンの電池ケースのフタにも設定方法が記載されています。
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3.2 電源を入れる／切る
3.2.1 本体の電源を入れる

本製品が正しく接続されているか確認したあと、主電源
をオンにします。
本製品の接続方法▶P40

1 ●本製品の電源端子に、AC●アダプタの接続端子を接
続し、AC●アダプタの電源プラグを電源コンセント
に接続する

電源端子

①付属ACアダプタを
　本製品に接続する

②付属ACアダプタのプラグを
　電源コンセントに差し込む

2 ●本製品はACアダプタを電源コンセントに接続する
と、自動的に起動します。

お願い

• 付属のACアダプタとACコードを必ずお使いください。 
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3.2.2 初回ご使用時は

本製品を初めてご使用される際には、初回設定画面が
表示されます。
画面の案内に従って操作・設定を行ってください。
※●一度初回設定を行うと、次回起動時には初回設定画
面は表示されません。

本製品に電源を入れ、しばらくした後に表示される画面
の案内に従って設定を行ってください。

お知らせ

• データの初期化を行うと、初回設定画面が表示されます。
データの初期化▶P127
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●▼3.2.2.1 リモコンを本体とペアリングする（初回起動時）
本製品を初めてご使用される際には、リモコンと本体が
ペアリング（接続）されていません。
画面の案内に従ってペアリングを行ってください。

リモコンの● ●と● ●を同時に2秒以上押します。
リモコンがペアリングモードになります。（リモコンのLED
ランプが緑点滅します）

緑点滅

同
時
に
2
秒
以
上
押
す
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ペアリングが完了すると、次のように表示されます。

以降は画面の案内に従って、設定ください。

3.2.3 リモコンを本体とペアリングする（初回起動でない場合）

なんらかの理由で本体とリモコンのペアリングが解除さ
れてしまった場合には、以下の操作を行ってください。

1 ●本体前面の【ペアリン
グ】ボタンを3秒以上
押す
リモコンペアリング画面が
表示されます。

2 ●画面の案内に従って、●
リモコンの● ●と● ●●
を同時に2秒以上押す
リモコンのLEDランプが緑
点滅します。

3
秒
以
上
押
す

緑点滅

同
時
に
2
秒
以
上
押
す

1 2
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ペアリングが成功するとペアリング成功画面が表示され
ます。

3.2.4 本体をオフ（スタンバイモード）にする

本製品の電源を切るには、いずれかの操作を行ってくだ
さい。
•●リモコンの● ●を押す
•●本体の電源ボタンを押す
•●HDMI連動時にテレビの電源をオフにする（テレビが
HDMI-CECに対応していた場合）

スタンバイモードについて
本製品には2種類のスタンバイモードがあります。

○	標準スタンバイ
● 映像出力・音声出力が無効である以外、すべての機
能が有効な状態です。

● 本製品の映像・音声が出力されない状態です。HDMI
入力端子から入力がある場合には、その映像・音声
が出力されます。
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○	ECOスタンバイ
● 省電力状態です。標準スタンバイから自動的に遷移し
ます。

● スタンバイ設定をECOスタンバイにすることで自動遷
移するようになります。

● スタンバイ設定について▶P125

お知らせ

• ECOスタンバイに設定いただいても、STW2000の内部処理に
よりECOスタンバイ状態になるのに、時間を要することがあります。

3.2.5 本体の電源をオフにする

本製品の主電源をオフにする場合には、下記操作を行っ
てください。

1 ●本体前面の【電源】ボ
タンを3秒以上押す
POWERランプ、RECラン
プおよびSTATUSランプが
消灯します。

2 ●ランプの消灯を確認
し、ACアダプタを●
取り外します。

全
ラ
ン
プ
が
消
灯

3
秒
以
上
押
す
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4 【テレビを見る】

4.1 多チャンネル放送視聴画面の見かた

1 ● ●を押す
以下のように多チャンネル放送を視聴することができます。

（「簡単ガイド」、「初期設定ガイド」の手順に従って設定済みで
ある必要があります）

お知らせ

●や、auひかりサービスアプリからも本画面に遷移
できます。

番組名

開始時刻－終了時刻

Gガイドロゴ、チャンネルロゴ、チャンネル番号

情報欄は約6秒で表示されなくなります。表示中にリモコンで  

 を押すことで、表示方法を変更できます。

   通常表示： 

   縮小表示： 
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	●多チャンネル放送視聴画面のサブメニュー
多チャンネル放送視聴画で● ●を押すと、以下のサ
ブメニュー項目が表示されます。

サブメニュー項目 参照先 説明
番組詳細 ― 番組詳細を表示します。
番組表 P62 番組表を表示します。
裏番組表 P65 裏番組表を表示します。
音声切替 P60 音声を切り替えます。
コンテンツ P85 おすすめ画面を表示します。（対応予定）
検索 P101 検索画面を表示します。
録画 P92 視聴中の番組を録画します。（対応予定）
設定 P117 設定画面を表示します。
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	●音声を切り替える
1 ● ●を押す

サブメニューが表示されます。

2 ● ●で「音声切替」を選び、 ●を押す
現在設定されている音声と音声種別が表示されます。

3 ● ●を押すごとに、以下のように音声が切り替わる

現在設定されている音声

お知らせ

• 放送の内容によって、選択できる音声が切り替わります。
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4.2 番組やチャンネルを選んで視聴する
番組・チャンネルの選びかたは以下の方法があります。

■● ●で選ぶ

■●チャンネル番号を入力して選ぶ
■●各種番組表で選ぶ▶P62～ 65
■●おすすめから選ぶ▶P66
■●フリーワードで検索して番組を選ぶ▶P67
■●出演者で検索して番組を選ぶ▶P68
■●番組タイトルで検索して番組を選ぶ▶P69
■●カテゴリーで検索して番組を選ぶ▶P70

4.2.1 チャンネルキーでチャンネルを選んで視聴する

1 ● ●の● ●または、 ●を押す

 を押すとチャンネルが順送り、  を押すとチャンネルが
逆送りされます。

4.2.2 チャンネル番号を入力して視聴する

3桁のチャンネル番号を入力する
●を押し、 ●～● ●で3桁のチャンネル番号を

入力します。

【例】チャンネル番号が403の場合
1 ● ●→● ●→● ●→● ●の順に押す

 を押すと、3 桁入力画面が表示されます。

入力した番号が表示されます
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4.2.3 番組表で番組を選んで視聴する

1 ● ● を押す
番組表が表示されます。
③ ④⑤ ② ⑥

①

① 現在視聴中の番組
②チャンネル情報
 チャンネル名、チャンネルロゴ、チャンネル番号が表示され

ます。
③予約バー
 録画予約がある時間帯に表示されます。
 詳細について▶P84
④ 選ばれている番組
 白枠で強調されます。
⑤ 予約アイコン
 予約をしている番組に表示されます。
 詳細について▶P84
 ●：単独録画予約
 ● ：時間指定予約/繰り返し録画予約
⑥ 現在時刻
 時間は起動時に自動で設定されます。
● 未契約チャンネル（暗く表示されます。番組詳細の確認はで

きますが、選局や予約はできません。）
 チャンネルを契約するには▶P72
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● 視聴年齢制限番組
 成人向け番組など視聴年齢制限で許可されていない番組は
「・・・・・・」で表示されます。

 表示するには、  を押し、  ～  で暗証番号
を入力してロックを解除します。

 詳細について▶P73
● 番組表で使用できるリモコンキー

番組を選びます。
押し続けると番組表を表示する日付け・時間帯（午前
/午後/夕方・夜/深夜）を選べます。
押し続けると1チャンネルごとに番組表を移動します。
番組を表示します。未来の番組の場合、録画予約がで
きます。
番組表の表示を現在時刻に戻します。
翌日の番組表を表示します。
前日の番組表を表示します。
番組表メニューを表示します。
指定の日付けの番組表を表示します。
チャンネル一覧を表示します。
広告を表示します。
選択している番組の録画予約をします。現在放送中の
番組の場合、ダイレクト録画します。
録画一覧を表示します。
予約一覧を表示します。
auひかりサービス画面を表示します。
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2 ● ●で現在放送中の番組を選び、 ●を押す
番組詳細画面が表示されます。

④

③
②

①

① 番組情報
 選んだ番組の以下の情報が表示されます。
 ・番組名
 ・チャンネルロゴ
 ・チャンネル番号
 ・チャンネル名
 ・開始日時、終了日時
② 「視聴する」ボタン
 番組を視聴するときに選びます。
③ 「録画する」ボタン
 番組を録画予約するときに選びます。
 （放送予定の番組の場合）
④ 番組詳細内容

3 ● ●で「視聴する」を選び、 ●を押す
選んだ番組を視聴することができます。
多チャンネル放送視聴画面について▶P58

お知らせ
• 番組表は、現在日付けから30日間の番組を表示できます。一画面で

表示できるのは5時間、5 ～ 11チャンネル分（設定可能▶P77）
です。

• 番組表メニューから「現在放送中番組」を表示し、選んだ番組を
視聴することもできます。

• 番組表メニューから「１チャンネル番組表」を表示し、選んだ番組
を視聴することもできます。

• 番組表メニューから「マイチャンネル番組表」を表示し、選んだ番
組を視聴することもできます。
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4.2.4 裏番組表で番組を選んで視聴する

番組視聴中に別のチャンネルで放送中の番組から、見た
い番組を選べます。
1 ●多チャンネル放送視聴中に、 ●を押す

裏番組表が表示されます。

• 視聴年齢制限で許可されていない番組は「・・・・・・」で
表示されます。
表示するには、  を押し、  ～  で暗証番号を
入力してロックを解除します。
視聴年齢制限について▶P73

2 ● ●で番組を選び、 ●を押す
選んだ番組を視聴することができます。
多チャンネル放送視聴画面について▶P58
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4.2.5 現在放送中の番組を視聴する

1 ● ●を押す
auひかりサービス画面が表示されます。

2 ● ●を押し、「おすすめ」画面を表示する
おすすめの番組やビデオ、録画映像が表示されます。

3 ● ●で「現在放送中」の番組を選び、 ●を押す
現在放送中の番組が視聴できます。
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4.2.6 フリーワードで検索して番組を視聴する

1 ●番組表を表示中に● ●を押す
番組表メニューが表示されます。
番組表の表示方法▶P62

2 ● ●で「番組検索」を選び、 ●を押す
検索方式が表示されます。

3 ● ●で「フリーワード検索」を選び、 ●を押す
フリーワード検索画面が表示されます。

4 ● ●を押して、検索ワードを入力する
キーボード画面で検索ワード確定後に、フリーワード番組検索
結果が表示されます。
• 検索できる最大文字数は14文字です。

5 ●検索結果の中から● ●で番組を選び、 ●を押す
番組の詳細が表示されます。現在放送中の番組の場合、「視聴
する」を選択することで番組を視聴できます。

お知らせ

• 検索ワードをマイ検索に登録しておくことで、次回から「マイ検索」
画面で簡単に検索することができます。
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4.2.7 出演者で検索して番組を視聴する

1 ●番組表を表示中に● ●を押す
番組表メニューが表示されます。
番組表の表示方法▶P62

2 ● ●で「番組検索」を選び、 ●を押す
検索方式が表示されます。

3 ● ●で「出演者名検索」を選び、 ●を押す
出演者名検索画面が表示されます。

4 ●画面の案内に従って検索ワードを入力する
検索ワードに一致する人物が表示されます。

5 ●検索結果の中から● ●で人物を選び、 ●を押す
その人物の出演している番組が一覧表示されます。

6 ●一覧表示された番組の中から● ●で番組を選び、
●を押す

番組の詳細が表示されます。現在放送中の番組の場合、「視聴
する」を選択することで番組が視聴できます。

お知らせ

• 検索条件をマイ検索に登録しておくことで、次回から「マイ検索」
画面で簡単に検索することができます。
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4.2.8 番組タイトルで検索して番組を視聴する

1 ●番組表を表示中に● ●を押す
番組表メニューが表示されます。
番組表の表示方法▶P62

2 ● ●で「番組検索」を選び、 ●を押す
検索方式が表示されます。

3 ● ●で「番組タイトル検索」を選び、 ●を押す
番組タイトル検索画面が表示されます。

4 ●画面の案内に従って検索ワードを入力する
検索ワードに一致する番組が表示されます。

5 ●検索結果の中から● ●で番組を選び、 ●を押す
番組の詳細が表示されます。現在放送中の番組の場合、「視聴
する」を選択することで番組が視聴できます。

お知らせ

• 検索条件をマイ検索に登録しておくことで、次回から「マイ検索」
画面で簡単に検索することができます。
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4.2.9 カテゴリーで検索して番組を視聴する

1 ●番組表を表示中に● ●を押す
番組表メニューが表示されます。
番組表の表示方法▶P62

2 ● ●で「番組検索」を選び、 ●を押す
検索方式が表示されます。

3 ● ●で「カテゴリー検索」を選び、 ●を押す
カテゴリー検索画面が表示され、カテゴリーに応じた番組シリー
ズが表示されます。

4 ● ●でシリーズを選択する
選択したシリーズに属する番組が一覧表示されます。
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5 ●一覧表示された番組の中から● ●で番組を選び、
●を押す

番組の詳細が表示されます。現在放送中の番組の場合、「視聴
する」を選択することで番組が視聴できます。

お知らせ

• 検索条件をマイ検索に登録しておくことで、次回から「マイ検索」
画面で簡単に検索することができます。
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4.3 メッセージが表示されたときは
4.3.1 未契約のチャンネルの場合

契約していない有料チャンネルを選んだ場合、下記の画
面が表示されます。
契約をする場合は● ●で「更新する」を選び、 ●を押し
ます。
「更新する」を選ぶと契約申し込み画面が表示されます。
画面の案内に従って契約手続きを行うことができます。



73

4.3.2 視聴年齢制限に該当する場合

成人向け番組などの場合、本製品の視聴年齢制限設定
（▶P121）によっては、以下の画面が表示されます。
番組を視聴する場合は● ●を押し、4桁の暗証番号を入
力します。
暗証番号の確認▶P39
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4.4 マイチャンネル番組表を使う
チャンネルをマイチャンネルとして登録すると、「マイチャ
ンネル番組表」を表示できます。よく見るチャンネルを登
録しておくと探しやすくなります。

4.4.1 マイチャンネル番組表に登録／削除をする

1 ●番組表を表示して、最上部のチャンネル名を選び、
●を押す

番組表の表示方法▶P62
2 ● ●を押す

3 ● ●で「マイチャンネル番組表に登録する」を選び、
●を押す

登録済みのチャンネルの場合、「マイチャンネル番組表から外
す」を選び、  を押すことで削除されます。
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4.4.2 マイチャンネル番組表を表示する

1 ●番組表を表示中に● ●を押す
番組表メニューが表示されます。
番組表の表示方法▶P62

2 ● ●で「番組表」を選び、 ●を押す
複数の番組表の表示方式が表示されます。

3 ● ●で「マイチャンネル番組表」を選び、 ●を押す
マイチャンネル番組表が表示されます。
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4.4.3 マイチャンネル番組表を設定する

1 ●番組表を表示中に● ●を押す
番組表メニューが表示されます。
番組表の表示方法▶P62

2 ● ●で「番組表設定」を選び、 ●を押す
複数の番組表の表示方式が表示されます。

3 ● ●で「マイチャンネル設定」を選び、 ●を押す
マイチャンネル設定画面が表示されます。

 と  を使ってマイチャンネルの登録・削除・並び替えが
できます。
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4.5 番組表の設定をする
番組表の表示方法など、さまざまな設定ができます。

1 ●番組表を表示中に● ●を押す
番組表メニューが表示されます。
番組表の表示方法▶P62

2 ● ●で「番組表設定」を選び、 ●を押す
複数の番組表の表示方式が表示されます。

ジャンルカラー設定●....... ●番組表のジャンルカラー表示を
オン／オフできます。

チャンネル表示設定●...... ●番組表の表示チャンネル数を変
更できます。
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5 【録画する】

5.1 録画機能について
本製品に外付けHDDを接続すると、最大２番組同時に多
チャンネル放送の番組を録画することができます。
録画予約をするときは本製品に外付けHDDを接続の上、
登録・初期化をしてください。
同時録画件数：最大2件
録画可能件数：最大2000●件(外付けHDDごとに)
録画時間：最大8●時間
外付けHDDの接続方法▶P46
登録・初期化方法▶P122

お知らせ

• 一部のチャンネル（番組）は録画できない場合があります。
• 購入したビデオは録画できません。
• 時間が連続した番組を録画していると、番組の最後が最大20秒ほ

ど録画されないことがあります。
• 外付けHDDが接続されていない場合は、録画予約、録画はでき

ません（録画に関する項目は選べません）。
• 録画開始時にHDD、LANが未接続などで録画に失敗した場合、

auひかりサービス画面下部のお知らせに録画が失敗した旨が表示
されます。
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5.1.1 録画方法の種類

録画方法には放送予定の番組を予約して録画する方法と
視聴中または放送中の番組を録画する方法があります。

録画方法 参照先 説明
予約録画 番組表から●

予約
P84 番組表から番組を選んで録

画します。
おすすめから●
予約

P85 おすすめ番組表から番組を
選んで録画します。

フリーワードで●
検索して予約

P86 フリーワードで検索して録
画します。

出演者で検索し
て予約

P87 出演者で検索して録画します。

番組タイトルで●
検索して予約

P88 番組タイトルで検索して録
画します。

カテゴリーで●
検索して予約

P89 カテゴリーで検索して録画
します。

視聴中番組の録画●
（ダイレクト録画）

P92 視聴中の番組を録画します。

放送中番組の録画 P92 放送中の番組を録画します。

5.1.2 録画予約を実行するには

録画予約は本製品に外付けHDDが接続され、登録・初
期化が完了しており、本製品がスタンバイまたは電源
ONになっているときに予約した番組の録画が実行され
ます。
外付けHDDの接続方法▶P46
登録・初期化方法▶P122

お知らせ
• 2チャンネルまでは重複して予約できます。それ以上は重複して予

約することはできません。
• 録画予約が設定されている状態でも、AC電源が接続されていない

場合、もしくは、AC電源を接続していても電源オフ状態（POWER 
ランプ無点灯）となっている場合は、予約は実行されません。
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●▼5.1.2.1 録画の開始時には
録画が開始されると、本製品のRECランプが橙点灯します。

●▼5.1.2.2 録画がエラーなどで中断されたときには
録画がなんらかの原因でできなかったり中断されたりし
た場合は、お知らせのSTB動作状況で日時や原因などが
報告されます。
お知らせについて▶P134

5.1.3 暗証番号入力画面が表示されたときには

成人向け番組など、視聴年齢制限に該当する番組の場
合、視聴年齢制限の設定によって、暗証番号入力画面
が表示されます。暗証番号を入力すると成人向け番組な
どの録画可能な番組については録画が可能になります。
暗証番号の確認▶P39

1 ●リモコンの● ～ ●で暗証番号（4桁の数字）を
入力し、4桁目入力後に● ●を押す
正しい入力が行われた場合、入力画面が消えます。

お知らせ
• 成人向け番組以外でも、コピー制御情報にコピーネバーが指定さ

れている場合、録画することはできません。
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5.1.4 予約が重複するときは

●▼5.1.4.1 予約の優先順位
本製品は最大2件の同時録画（および予約）ができます。
2件の同時録画が設定された状態で新たな予約を登録す
る場合、既存の予約を削除することを求められます。

	

予約済み番組Aの録画開始時刻 予約済み番組Aの録画終了時刻

予約済み番組Bの録画開始時刻

新たに予約しようと
した番組開始時刻

録画できない時間帯があるため、
ほかの予約の扱いを聞きます。

	●録画予約とダイレクト録画の録画時刻が重複するとき
ダイレクト録画中に録画予約の開始時刻を迎えた場合、
ダイレクト録画が優先されます。

ダイレクト録画開始

予約済み番組Aの録画開始時刻
予約済み番組Aの
録画終了時刻

ダイレクト録画した番組Cの終了時刻

予約済み番組Bの
録画開始時刻

予約済み番組Bの
録画開始時刻

録画Cの録画終了時刻から
録画開始

ダイレクト録画開始した番組の時間帯と他の予約が重なってしまった場合は、予約Aまたは
予約Bの録画が開始されず、番組の一部または全部が録画されません。
ダイレクト録画した番組Cが終了次第、予約Aまたは予約Bの録画が開始されます。
番組Cの終了時刻が、録画開始されなかった番組の終了予定時刻より後の場合には予約A
または予約Bの録画自体がされません。

お願い

• 録画予約番組を優先し録画したい場合は、録画予約開始前にダイ
レクト録画を停止してください。
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5.2 番組追従機能による重複
	●番組追従機能とは
番組の放送時間の延長、放送時間枠の拡大や変更に
合わせて録画予約時間を合わせる機能です。時間指
定予約では追従しません

追従機能の対象となる予約と重複した場合は以下のよう
に動作します。

●●番組が延長となった場合の追従による重複
延長放送時間が終了するまで、次の録画は開始しま
せん。
下記の場合予約Cが優先され、予約Cの延長時間が
終了後、予約Aまたは予約Bの録画が開始されます。

予約済み番組Aの録画開始時刻 予約済み番組Aの録画終了時刻

他の予約と重なってしまった時間帯は、
予約Aまたは予約Bの録画が開始されず、
録画がされません。
番組Cが終了次第、録画が開始されます。

予約済み番組Bの録画終了時刻

延長となった予約番組Cの新たな終了時刻

予約済み番組Bの録画開始時刻

延長となった予約番組Cの
元の終了時刻
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	●番組の放送枠が変更となった場合の追従による重複
録画開始時刻が早い予約が優先されます。
下記の場合予約Cが優先され、予約Cの録画が終了
後、予約Aまたは予約Bの録画が開始されます。

予約済み番組Aの録画開始時刻

元の予約番組Cの開始時刻

予約済み番組Aの録画終了時刻

他の予約と重なってしまった場合、開始の早い
番組の録画が優先されます。

予約済み番組Bの録画終了時刻予約済み番組Bの録画開始時刻

放送枠変更後
の予約番組C
の開始
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5.3 録画予約をする
5.3.1 番組表で録画予約をする

1 ● ●を押す
番組表が表示されます。
番組表について▶P62

2 ● ●で番組を選び、 ●を押す
番組が予約されます。
• 録画予約した番組は予約一覧画面で確認できます。▶P91

お知らせ

• 番組表メニューから「現在放送中番組」を表示し、録画することも
できます。

• 番組表メニューから「１チャンネル番組表」を表示し、録画するこ
ともできます。

• 番組表メニューから「マイチャンネル番組表」を表示し、録画する
こともできます。
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5.3.2 おすすめで録画予約をする

1 ● ●を押す
auひかりサービス画面が表示されます。

2 ● ●を押し、「おすすめ」画面を表示する
おすすめの番組やビデオ、録画映像が表示されます。

3 ● ●で「放送予定」の番組を選び、 ●を押す
おすすめ番組の詳細が表示されます。

4 ● ●で「この番組を録画予約する」を選び、 ●を押す
録画予約が実行されます。
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5.3.3 フリーワードで検索して録画予約をする

1 ●番組表を表示中に● ●を押す
番組表メニューが表示されます。
番組表の表示方法▶P62

2 ● ●で「番組検索」を選び、 ●を押す
検索方式が表示されます。

3 ● ●で「フリーワード検索」を選び、 ●を押す
フリーワード検索画面が表示されます。

4 ● ●を押して、検索ワードを入力する
キーボード画面で検索ワード確定後に、フリーワード番組検索
結果が表示されます。
• 検索できる最大文字数は14文字です。

5 ●検索結果の中から● ●で番組を選び、 ●を押す
番組の詳細が表示されます。「録画する」を選択することで録画
予約ができます。

お知らせ

• 検索ワードをマイ検索に登録しておくことで、次回から「マイ検索」
画面で簡単に検索することができます。
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5.3.4 出演者で検索して録画予約をする

1 ●番組表を表示中に● ●を押す
番組表メニューが表示されます。
番組表の表示方法▶P62

2 ● ●で「番組検索」を選び、 ●を押す
検索方式が表示されます。

3 ● ●で「出演者名検索」を選び、 ●を押す
出演者名検索画面が表示されます。

4 ●画面の案内に従って検索ワードを入力する
検索ワードに一致する人物が表示されます。

5 ●検索結果の中から● ●で人物を選び、 ●を押す
その人物の出演している番組が一覧表示されます。

6 ●一覧表示された番組の中から● ●で番組を選び、
●を押す

番組の詳細が表示されます。「録画する」を選択することで録画
予約ができます。

● お知らせ
• 検索条件をマイ検索に登録しておくことで、次回から「マイ検索」

画面で簡単に検索することができます。
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5.3.5 番組タイトルで検索して録画予約をする

1 ●番組表を表示中に● ●を押す
番組表メニューが表示されます。
番組表の表示方法▶P62

2 ● ●で「番組検索」を選び、 ●を押す
検索方式が表示されます。

3 ● ●で「番組タイトル検索」を選び、 ●を押す
番組タイトル検索画面が表示されます。

4 ●画面の案内に従って検索ワードを入力する
検索ワードに一致する番組が表示されます。

5 ●検索結果の中から● ●で番組を選び、 ●を押す
番組の詳細が表示されます。「録画する」を選択することで録画
予約ができます。

お知らせ

• 検索条件をマイ検索に登録しておくことで、次回から「マイ検索」
画面で簡単に検索することができます。



89

5.3.6 カテゴリーで検索して録画予約をする

1 ●番組表を表示中に● ●を押す
番組表メニューが表示されます。
番組表の表示方法▶P62

2 ● ●で「番組検索」を選び、 ●を押す
検索方式が表示されます。

3 ● ●で「カテゴリー検索」を選び、 ●を押す
カテゴリー検索画面が表示され、カテゴリーに応じた番組シリーズ
が表示されます。

4 ● ●でシリーズを選択する
選択したシリーズに属する番組が一覧表示されます。
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5 ●一覧表示された番組の中から● ●で番組を選び、
●を押す

番組の詳細が表示されます。「録画する」を選択することで録画
予約ができます。

お知らせ

• 検索条件をマイ検索に登録しておくことで、次回から「マイ検索」
画面で簡単に検索することができます。
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5.4 予約内容を確認する
1 ● ●を押す

予約一覧画面が表示されます。

チャンネル番号、録画開始日時－録画終了日時、番組長

チャンネルロゴ 番組名
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5.5 録画予約を削除する
1 ● ●を押す

予約一覧画面が表示されます。
予約一覧画面について▶P91

2 ● ●で番組を選び、 ●を押す
録画予約が削除されます。
録画中の番組の場合は削除できません。録画一覧から録画を
停止してください。同時に予約も削除されます。
録画の停止について▶P92

5.6 視聴中、放送中の番組を録画する
5.6.1 視聴中の番組を録画する

視聴中の番組をリモコンキー 1●つで録画できます。
1 ●視聴中の番組の画面で● ●を押す

録画が開始されます。

5.6.2 放送中の番組を録画する

1 ● ●を押す
番組表が表示されます。
番組表について▶P62

2 ● ●で放送中番組を選び、 ●を押す
録画が開始されます。

5.7 実行中の録画を停止する
1 ● ●を押す

録画一覧画面が表示されます。

2 ● ●で番組を選び、 ●を押す
録画が停止されます。録画予約も自動的に削除されます。
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5.8 録画済み番組を再生する
5.8.1 録画済み番組再生画面の見かた

録画済み番組再生画面に切り替わったときに、以下のよ
うに表示されます。

現在の再生位置、
チャプター情報

コンテンツ長番組名

Gガイドロゴ、チャンネルロゴ、チャンネル番号

現在のチャプター

情報欄は約6秒で表示されなくなります。
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	●録画済み番組再生画面のサブメニュー
録画済み番組再生画面で● ●を押すと、以下のサブ
メニュー項目が表示されます。

サブメニュー項目 説明
番組詳細 番組詳細を表示します。
音声切替 音声を切り替えます。
保護 録画番組を保護します。
消去 録画番組を削除します。
前のチャプターへ 前のチャプターに移動して再生を開始します。
次のチャプターへ 次のチャプターに移動して再生を開始します。
停止 再生を停止して録画一覧を表示します。
一時停止 再生を一時停止します。サブメニューを閉じ

て決定キーを押すと再開します。
早送り 早送りします。
早戻し 早戻しします。
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5.8.2 録画済み番組を確認する

録画した番組は録画一覧画面で確認できます。
1 ● ●を押す

録画一覧画面が表示されます。

5.8.3 録画済み番組を再生する

1 ● ●を押す
録画一覧画面が表示されます。

2 ● ●で番組を選び、 ●を押す
録画番組が再生されます。
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5.8.4 再生中のいろいろな操作

再生中は以下の操作ができます。
キー 操作説明

サブメニューを表示します。▶P94

10秒単位で早戻します。

次のチャプターに移動して再生を開始します。

前のチャプターに移動して再生を開始します。

30秒単位で早送りします。

早送りします。

早戻しします。

再生を停止して録画一覧を表示します。

再生を一時停止します。もう一度押すと再開します。
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5.8.5 録画中の番組を再生する（追いかけ再生）

録画中の番組を最初から再生することができ、録画済み
の番組と同様に再生中にいろいろな操作ができます。
再生中のいろいろな操作▶P96

	●追いかけ再生のしくみ
【例】●午後9：00から録画を開始した番組を午後10：00●

から追いかけ再生する場合

追いかけ再生時間

録画開始 録画終了

追いかけ再生終了

午後9：00 午後10：00 午後11：00

1 ●録画番組を視聴中に● ●を押す
録画一覧画面が表示されます。

2 ● ●で番組を選び、 ●を押す
録画中の番組が最初から再生されます。
• 通常の再生時と同じ操作ができます。
• 再生が「早送り」で録画に追いついたときは、「早送り」が停

止し、通常再生に戻ります。
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5.9 録画済み番組を管理する
5.9.1 録画済み番組を削除する

1 ● ●を押す
録画一覧画面が表示されます。

2 ● ●で番組を選び、 ●を押す
確認画面が表示され、録画番組が削除できます。
• 保護されている番組は削除できません。保護を解除してくだ

さい。▶P99

5.9.2 録画済み番組を自動削除する

録画番組自動消去設定がされている場合、HDDの容量
が満杯になった場合、録画済み番組が削除されます。
自動削除の優先順位は「視聴済み」優先または「古い録
画」優先です。
録画番組が保護されている、または視聴中（DLNA配信
中含む）の場合、番組は削除されません。
録画番組自動消去設定について▶P133
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5.9.3 録画番組を保護する

残しておきたい録画済み番組は、誤って削除しないよう
に保護することができます。

1 ● ●を押す
録画一覧画面が表示されます。

2 ● ●で番組を選び、 ●を押す
番組が保護され、［保護アイコン］が表示されます。

保護アイコン

5.9.4 保護を解除する

1 ●録画一覧画面から● ●で「保護アイコン」が表示さ
れた番組を選び、 ●を押す
保護が解除されます。
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6 【auひかりサービス画面を使う】

6.1 auひかりサービス画面を表示する
1 ● ●を押す

auひかりサービス画面が表示されます。

音声またはソフトウェアキーボードで入力した●
キーワードをもとにコンテンツを検索できます

録画一覧・予約一覧を表示します

最後に視聴したチャンネルが表示されます

お知らせを表示します

おすすめの番組・ビデオを一覧表示します
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6.2 検索する
1 ● auひかりサービス画面表示中に● ●を押す

検索画面が表示されます。

お知らせ

• 音声で検索ワード入力ができます。「待機しています…」と画面に
表示されたら、リモコンの  に向かって発声してください。
しばらく放置するか、  を押した後にソフトウェアキーボードの 
アイコンを選ぶと、ソフトウェアキーボードでの入力もできるように
なります。
AndroidTVホーム画面からも検索画面を表示することができま
す。
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7 【Android TVホームについて】

Android●TVのホーム画面にはさまざまなアプリケー
ションが登録されています。

画面上部「音声入力するにはクリックしてください」
　●......................「6.2●検索する」と同様の検索を行うこ

とができます。
画面右上●...........現在の時刻が表示されます。
おすすめ●...........おすすめ情報として、おすすめのコンテン

ツが表示されます。
アプリ●...............現在、本製品にインストールされている

アプリケーションおよびGoogle●Playか
らダウンロードしたアプリケーションの
一覧が表示されます。

ゲーム●...............Google●Playゲームでダウンロードし、
インストールされたゲームの一覧が表示
されます。インストールしていない場合
はゲームの表示されません。

設定●..................本製品の設定、ネットワークの設定を行
うことができます。
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auひかり●...........auひかりサービス画面です。テレビの視
聴や録画、お知らせの確認などができ
ます。

ビデオパス●........ビデオオンデマンドサービスです。映画
などお好きなコンテンツをいつでも視聴
することができます。

Google●Play●...さまざまなアプリケーションをダウン
ロードし使用することができます。

● ※●巨大なデータをダウンロードするよう
なアプリケーションなどは動作に支障
をきたす場合があります。また、たく
さんのアプリケーションのダウンロー
ドを行う場合には、ストレージの残容
量をご確認の上、実行ください。

お知らせ

• メニューの内容は予告なく変更する場合があります。
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【ホームネットワーク機能を使う】（対応予定）
7.1 ホームネットワーク機能について
ホームネットワーク機能を使うと、本製品で録画した番
組をDLNAに対応したアプリをいれたスマートフォン・タ
ブレット・パソコンで見たり、DLNA対応機器にムーブ（移
動）して保存できます。
ホームネットワーク機能を使うにはDLNA対応機器が必
要となります。
※●DLNA対応機器が宅内のネットワークで互いに接続さ
れている状態で、本製品のDLNAクライアントとして
登録されている必要があります。

※●動作確認済みモデルのDLNA対応機器のご利用をお
すすめいたします。

● 動作確認済みモデルにつきましては、auひかりホーム
ページ（http://www.au.kddi.com/）にてご確認く
ださい。

•●DLNA対応機器に録画番組を移動する▶P110
•●DLNA対応機器をDLNAクライアントとして自動登録
する▶P105

対
応
予
定
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7.1.1 ホームネットワークサーバーの設定をする（対応予定）

設定内容は以下のとおりです。
•●お使いのDLNA対応機器を本製品と同じネットワーク
上に接続してください。
•●ホームネットワーク（DLNA）設定を下記のように設定
してください。

設定項目 設定内容
機器名称 ホームネットワーク上のサーバー名（本製品）を表

示します。
サーバー機能 ON ホームネットワーク機能を使用する場

合、ONにします。
他機器からの●
アクセス制御

自動
許可

DLNA対応機器を、自動的にDLNAクラ
イアントとして登録するかどうかを選び
ます。
“手動許可”に設定した場合、他機器一
覧から登録したい機器を選択する必要が
あります。

他機器一覧 ネットワーク上のDLNAクライアントを一覧表示します。

設定メニューの表示方法

1 ● AndoridTVホーム画面表示中に、● ●を押して●
「設定」を選択し、 ●を押す
設定画面が表示されます。対

応
予
定
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2 ● ●で「ホームネットワーク（DLNA）設定」を選び、
●を押す

ホームネットワーク(DLNA)設定画面が表示されます。

お知らせ

• 本製品は同時に最大2本の配信をDLNAクライアントに対して行え
ます。

サーバー機能
1 ●ホームネットワーク（DLNA）設定画面から「サーバー
（DMS）機能設定」を選び、 ●を押す
サーバー（DMS）機能設定画面が表示されます。

2 ● ●で「サーバー機能」を選び、 ●を押す
選択項目が表示されます。

3 ● ●で「ON」または「OFF」を選び、 ●を押す
「ON」に設定した場合、サーバー機能が有効になります。
「OFF」に設定した場合、サーバー機能が無効になります。

対
応
予
定
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他機器からのアクセス制御
1 ●ホームネットワーク（DLNA）設定画面から「サーバー
（DMS）機能設定」を選び、 ●を押す
サーバー（DMS）機能設定画面が表示されます。

2 ● ●で「他機器からのアクセス制御」を選び、●
●を押す

選択項目が表示されます。

3 ● ●で「自動許可」または「手動許可」を選び、
●を押す

他機器からのアクセス制御方法が設定されます。

お知らせ

• “手動許可”に設定した場合、他機器一覧から登録したい機器を選
択する必要があります。

“自動許可”に設定した場合、他機器を自動登録します。

対
応
予
定
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他機器一覧
1 ●ホームネットワーク（DLNA）設定画面から「他機器
一覧」を選び、 ●を押す
DLNAクライアント一覧が表示されます。

2 ● ●で「DLNAクライアント」を選び、 ●を押す
選択項目が表示されます。

3 ● ●で「許可」または「拒否」を選び、 ●を押す
対象のDLNAクライアントが本製品にアクセスすることを「許
可」または「拒否」するようになります。

お知らせ

• “許可”されたDLNAクライアントだけが本製品で録画した番組の
視聴などを行えます。対

応
予
定
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機器名称
1 ●ホームネットワーク（DLNA）設定画面を表示する

機器名称（DLNAクライアント側で表示される機器名）が表示
されます。

対
応
予
定
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7.1.2 録画番組をムーブ先機器へ移動する

ムーブとは、お客さまがお持ちのDLNA対応の機器に録
画番組を移動することができる機能です。
本機能はDLNA対応のクライアント機器にてダウンロー
ドムーブを行うことで実現します。

お知らせ

• 番組にはコピー制限がかかっている場合があります。
コピー制限の内容によっては、ダウンロードムーブできない、ダ
ウンロードムーブした際に本製品の録画リストから削除される場合
があります。

対
応
予
定
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7.2 Google Cast機能について
Google●Cast機能を使うと、スマートフォンやタブレット
などの画面で普段表示している映像や画像を、本製品を
通じてテレビ画面に表示することができます。
※●スマートフォンやタブレットにGoogle●Castに対応し
たアプリケーションがインストールされている必要が
あります。また、スマートフォンやタブレットが本製品
と同じネットワークで互いに接続されている必要があ
ります。

操作例
1 ●スマートフォンのWi-Fiを有効にして、本製品と同じ
ネットワークにつなげる

2 ●スマートフォンのYouTubeアプリを起動し、任意の
映像を視聴する

3 ●画面右上の● ●をタッチして、キャスト先に
“STW2000”を選択する

4 ●本製品の画面が切り替わり、スマートフォンで表示
していた映像がテレビ画面で表示される

お知らせ

• 使い方がYouTubeでも公開されています。
https://www.youtube.com/watch?v=mKSe7ot_Oa0
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8 【文字を入力する】

8.1 ソフトウェアキーボードについて
ソフトウェアキーボードは、文字入力が必要なときに利用
します。
ソフトウェアキーボードには、以下の種類があります。
■●漢字・ひらがな・カタカナ入力画面▶P114
■●英字入力画面▶P115
■●数字・記号入力画面▶P116
ソフトウェアキーボードを閉じる場合は、リモコンの● ●を●
押してください。

【例】●漢字ひらがな入力画面の場合
①●入力モード表示
● 選ばれている入力モードが緑色に表示されます。
②●文字入力枠
● 1文字目でカーソルが点滅表示しています。
③●文字ボタン
● ひらがなで表示されます。
● ●で入力したい文字を選び、 ●を押します。
● 連続して文字を選んでいくことで、ことばを入力します。



113

④●入力されたことばに応じて、文字ボタンの上部に変換
候補(漢字、ひらがな、カタカナ)が表示されます。

● ●で変換したいことばを選び、 ●を押します。
⑤●入力したいことばが完成したら、 ●で右下のマーク
を選び、 ●を押します。
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8.2 文字を入力する
文字入力画面は、文字を入力する項目を選ぶと表示され
ます。文字入力は、キーワードで検索するときなどに使
います。

8.2.1 漢字・ひらがな・カタカナ入力画面で文字を入力する

画面の説明について▶P112

1 ● ●で入力モード（左下のあA1）を選び、 ●を押す
“あ”が緑色になるまで押してください。

2 ● ●で入力する文字を選び、 ●を押す
入力した文字に応じて変換候補が表示されます。連続して文字
を入力することで、目的の変換に近づきます。

3 ●変換したい候補が表示されたら、 ●で選択し、
●を押す

4 ●入力したいことばが完成したら、 ●で右下のマーク
を選び、 ●を押す
文字入力枠に変換された文字が表示されます。
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8.2.2 英字入力画面で文字を入力する

画面の説明について▶P112

1 ● ●で入力モード（左下のあA1）を選び、 ●を押す
“A”が緑色になるまで押してください。

2 ● ●で入力する文字を選び、 ●を押す
入力した文字に応じて変換候補が表示されます。連続して文字
を入力することで、目的の変換に近づきます。
※上矢印マークを押すと大文字の入力もできます。

3 ●変換したい候補が表示されたら、 ●で選択し、
●を押す

4 ●入力したいことばが完成したら、 ●で右下のマーク
を選び、 ●を押す
文字入力枠に変換された文字が表示されます。
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8.2.3 数字・記号入力画面で文字を入力する

画面の説明について▶P112

1 ● ●で入力モード（左下のあA1）を選び、 ●を押す
“1”が緑色になるまで押してください。

2 ● ●で入力する文字を選び、 ●を押す
入力した文字に応じて変換候補が表示されます。連続して文字
を入力することで、目的の変換に近づきます。

3 ●変換したい候補が表示されたら、 ●で選択し、
●を押す

4 ●入力したいことばが完成したら、 ●で右下のマーク
を選び、 ●を押す
文字入力枠に変換された文字が表示されます。
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9 【設定をする】

9.1 設定メニューを表示する
本製品の設定を行うための画面を表示します。

1 ● ●を押す
Android TVホーム画面が表示されます。

2 ● ●で「設定」を選び、 ●を押す
設定メニューへ遷移します。
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9.2 HDMIケーブル接続時の設定をする
（HDMI出力設定）

HDMIケーブルで接続したときの映像や音声の設定をし
ます。
設定内容は以下のとおりです。
設定項目 設定内容 初期状態
HDMI出力●
解像度

オート 自動的に解像度を調整します。 オート

480p 有効走査線数480本の順次走査
（プログレッシブ）

1080i 有効走査線数1080本の飛び越
し走査（インターレース）

4k●30p 有効走査線数2160本の順次走査
（プログレッシブ）、秒間30コマ
を表示

4k●60p 有効走査線数2160本の順次走査
（プログレッシブ）、秒間60コマ
を表示

デジタル●
音声出力

AAC 音声AACに対応しているオー
ディオ機器を接続する場合に設
定します。
AACとは、Advanced●Audio●
Codingの略称で、音声符号化の●
規格の1つです。AACは、CD並
みの音質データを約1/12まで圧
縮できます。また、5ch+低音強
調チャンネル（ウーハー）のサラ
ウンド音声や多言語放送を行うこ
ともできます。

PCM

PCM 音声AACに対応していないオー
ディオ機器を接続する場合に設
定します。
PCMとは、Pulse●Code●
Modulationの略称です。
CDなどで使われている2chのデ
ジタル信号です。
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1 ●設定メニューから● ●で「HDMI設定」を選び、
●を押す

設定メニューの表示方法▶P117

2 ● ●で任意の項目を選び、 ●を押す

HDMI出力解像度 オート
480p
1080i
4k 30p
4k 60p

デジタル音声出力 AAC
PCM
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9.3 HDMI連動機能を使う
HDMI連動機能対応テレビと連動するかを設定します。
設定内容は以下のとおりです。
設定項目 設定内容 初期状態
HDMI機器
制御

ON HDMI連動機能対応テレビと連
動します。
本製品の電源をオンにすると、
自動的にテレビの電源もオンに
なり、入力が本製品に切り換わ
ります。

OFF

OFF HDMI連動機能対応テレビと連
動しません。

お知らせ

• TV連動ON設定を有効にするには、テレビ側のHDMI連動機能も
有効にする設定にしてください。

1 ●設定メニューから● ●で「HDMI設定」を選び、
●を押す

設定メニューの表示方法▶P117

2 ● ●で任意の項目を選び、 ●を押す

HDMI機器制御 ON
OFF
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9.4 視聴年齢制限の設定をする（視聴年齢制限）
視聴年齢制限の設定をすることにより、視聴できる番組
やビデオを制限することができます。
設定内容は以下のとおりです。
設定項目 設定内容 初期状態
視聴可能
年齢

4才～
18才

視聴制限をする年齢を設定しま
す。
視聴年齢制限が設定年齢以下の
番組やビデオを視聴できます。

18才

無制限

1 ●設定メニューから● ●で「暗証番号設定」を選び、
●を押す

設定メニューの表示方法▶P117
2 ● ～ ●を押して暗証番号を入力する

3 ● ●で任意の項目を選び、 ●を押す

視聴可能年齢 4才～ 18才
無制限

お知らせ

•  は視聴年齢の設定を一時的に解除します。

	●パレンタルロックがかかっているとき
「設定年齢」の設定が有効になります。視聴年齢制限
に該当する番組名（タイトル）を見ることはできませ
ん。

	●パレンタルロックが解除されているとき
視聴年齢制限が一時的に解除されています。視聴年
齢制限に該当する番組名（タイトル）を見ることがで
きます。
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9.5 未登録外付けHDDを機器登録する
本製品で外付けHDDが使用できるよう登録を行います。
本製品に一度も登録を行っていない外付けHDDは画面
の誘導に従ってフォーマットを行います。
設定内容は以下のとおりです。

設定項目 設定内容
機器登録 接続している外付けHDDを本製品で使用可能

な状態にします。本製品に一度も登録を行っ
ていない外付けHDDは画面の誘導に従って
フォーマットを行います。初期化すると外付け
HDD内のデータは削除されます。

お知らせ

• 本製品には、最大4台の外付けHDDを登録できます。
• 動作確認済みモデルの外付けHDDのご利用をおすすめいたします。

動作確認済みモデルにつきましては、auひかりホームページ
（http://www.au.kddi.com）にてご確認ください。

• HDD初期化中にUSBケーブル、AC電源を抜くと故障の原因とな
りますので、ご注意ください。

1 ●設定メニューから● ●で「USB●HDD機器一覧」を●
選び、 ●を押す
設定メニューの表示方法▶P117

2 ● ●で「未登録のHDD」を選び、 ●を押す

3 ● ●で「機器登録」を選び、 ●を押す

任意の外付けHDD 機器登録
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	●録画時間のめやす
■●SD番組の場合
外付けHDD（1台あたり） 録画時間

500GB 約364時間
1TB 約729時間
2TB 約1459時間
3TB 約2187時間
4TB 約2917時間
6TB 約4377時間

■●HD番組の場合
外付けHDD（1台あたり） 録画時間

500GB 約166時間
1TB 約332時間
2TB 約665時間
3TB 約996時間
4TB 約1329時間
6TB 約1995時間



124

9.6 登録済みの外付けHDDの設定・操作をする
登録済み外付けHDDの表示名変更、取り外し、情報表
示を行います。
設定内容は以下のとおりです。

設定項目 設定内容
表示名変更 接続している外付けHDDの表示名を変更し

ます。
デフォルト録画先に●
設定

選択中の外付けHDDをデフォルトの録画先
として指定します。

取り外し 接続している外付けHDDを取り外すときに
行います。

詳細 接続している外付けHDDの詳細情報を表示
します。

お知らせ

• 外付けHDDを取り外すときは、必ず設定メニューで「取り外し」を
行ってから外付けHDDを取り外してください。

1 ●設定メニューから● ●で「USB●HDD機器一覧」を●
選び、 ●を押す
設定メニューの表示方法▶P117

2 ●設定メニューから● ●で任意の外付けHDDを選び、
●を押す

3 ● ●で任意の項目を選び、 ●を押す

任意の外付けHDD 表示名変更
デフォルト録画先に設定

取り外し
詳細
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9.7 スタンバイモードの設定をする
スタンバイモードの設定を行います。
設定内容は以下のとおりです。

設定項目 設定内容 初期状態
スタンバイ●
設定

標準●
スタンバイ

本製品が標準スタンバイ
モードのとき、自動的に
ECOスタンバイに遷移し
なくなります。

標準
スタンバイ

ECO
スタンバイ

本製品がECOスタンバイ
モード設定で、かつ状態
が標準スタンバイの場合
は、自動的に標準スタン
バイからECOスタンバイ
に遷移します。

スタンバイモードには、ECOスタンバイと標準スタンバ
イの2種類あります。
標準スタンバイ：●●映像出力・音声出力が無効である以外、

すべての機能が有効な状態です。本
製品の映像・音声が出力されない状
態。HDMI入力端子から入力がある場
合は、その映像・音声が出力されます。

ECOスタンバイ：●●省電力状態です。標準スタンバイから
自動的に遷移します。

1 ●設定メニューから● ●で「スタンバイ設定」を●
選び、 ●を押す
設定メニューの表示方法▶P117

2 ● ●で任意の項目を選び、 ●を押す

スタンバイ設定 標準スタンバイ
ECOスタンバイ
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9.8 ソフトウェア更新確認
本製品のソフトウェアの更新確認および更新を行います。

1 ●設定メニューから● ●で「端末情報」を選び、●
●を押す

設定メニューの表示方法▶P117

2 ● ●で「システムアップデート」を選び、 ●を押す

3 ● ●で「ソフトウェア更新の確認」を選び、 ●を押す
サーバへの確認が行われます。
• ソフトウェアのバージョンが最新の状態のときは、「お使いの

システムは最新の状態です。」と表示されます。  を押して
終了します。

4 ●ソフトウェア更新内容を確認後、● ●で「更新する」を
選び、 ●を押す
ソフトウェアが更新されます。
ソフトウェアの更新が完了すると本製品が再起動します。

お知らせ

• 本製品には自動的にソフトウェアを更新する機能もあります。
• 録画予約がある場合には更新されない場合があります。
• ソフトウェア更新中にLANケーブル、AC電源を抜くと故障の原因

となりますので、ご注意ください。
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9.9 ストレージとリセット
9.9.1 データの初期化

本製品の設定を初期化(工場出荷状態)します。

1 ●設定メニューから● ●で「ストレージとリセット」を●
選び、 ●を押す
設定メニューの表示方法▶P117

2 ● ●で「データの初期化」を選び、 ●を押す

3 ● ●で「データの初期化」を選び、 ●を押す

4 ●再度● ●で「すべて消去」を選び、 ●を押す

5 ●再度●● ●で「OK」を選び、 ●を押す
初期化が始まります。
初期化が完了すると、しばらくして自動的に再起動します。
• 初期化をしないときは「キャンセル」を選びます。

お知らせ

• この初期化を行った場合、登録していたHDDに録画した番組はす
べて再生できなくなります。

• データの初期化を実施すると、各設定値（予約一覧、マイチャン
ネル、HDMI設定など）が削除されます。
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9.9.2 設定の初期化

本製品の設定を初期化します。

1 ●設定メニューから● ●で「ストレージとリセット」を●
選び、 ●を押す
設定メニューの表示方法▶P117

2 ● ●で「設定の初期化」を選び、 ●を押す

3 ●再度●● ●で「OK」を選び、 ●を押す
初期化が始まります。
初期化が完了すると、しばらくして自動的に再起動します。
• 初期化をしないときは「キャンセル」を選びます。

お知らせ

• 各種設定（予約一覧、マイチャンネル、HDMI設定など）が削除
されます。

• HDDに録画した番組は保持されます。
• 設定初期化中にLANケーブル、AC電源を抜くと故障の原因とな

りますので、ご注意ください。

9.10 設置地域の設定（対応予定）
本製品を設置している地域の設定を行います。

1 ●設定メニューから● ●で「設置設定」を選び、●
●を押す

設定メニューの表示方法▶P117

2 ● ●で「地域設定」を選び、 ●を押す
画面の案内に従って郵便番号を入力ください。
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9.11 スタート画面の設定
本製品をスタンバイ状態から復帰させるとき、最初に表
示される画面の設定を行います。

1 ●設定メニューから● ●で「設置設定」を選び、●
●を押す

設定メニューの表示方法▶P117

2 ● ●で「スタート画面」を選び、 ●を押す
ホーム ..........android TVホーム画面が表示されます
テレビ視聴（対応予定） 
  ..................最後に視聴していたチャンネルが表示されます。

9.12 暗証番号変更
製品出荷時にあらかじめ、暗証番号が設定されています。
初めてお使いになるときは、暗証番号を初期状態から変更●
してください。

お知らせ

• 初期状態の暗証番号は「1234」です

1 ●設定メニューから● ●で「暗証番号設定」を選び、
●を押す

設定メニューの表示方法▶P117
2 ● ～ ●を押して暗証番号を入力する

3 ● ● ●で「暗証番号変更」を選び、 ●を押す
4 ● ～ ●を押して4桁の新しい暗証番号を入力
する
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9.13 情報を表示する
本製品の端末情報を表示します。

1 ●設定メニューから● ●で「情報表示」を選び、●
●を押す

設定メニューの表示方法▶P117

端末情報が表示されます

項目 説明
MACアドレス 本製品のMACアドレスが表示されます。
DRM-ID 本製品のDRM-IDが表示されます。
ファームウェア●
バージョン

本製品のファームウェアバージョンが表示さ
れます。

IPアドレス 本製品に割り当てられたIPアドレスが表示さ
れます。

デフォルト●
ゲートウェイ

本製品に設定されたデフォルトゲートウェイ
が表示されます。

DNS 本製品に設定されたDNSが表示されます。
サーバー名 ホームネットワーク上に公開される本製品の

名前が表示されます。
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9.14 リモコンのペアリングを行う
本製品とリモコンのペアリングを行います。本体および
リモコンのボタンを使用します。

1 ●本体前面の【ペアリン
グ】ボタンを3秒以上
押す
リモコンペアリング画面が
表示されます。

2 ●画面の案内に従って、●
リモコンの● ●と● ●●
を同時に2秒以上押す
リモコンのLEDランプが緑
点滅します。

3
秒
以
上
押
す

緑点滅

同
時
に
2
秒
以
上
押
す

1 2

ペアリングが成功するとペアリング成功画面が表示され
ます。
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9.15 テレビの選局入力方式を設定する
リモコンでテレビを選局する際の方式を設定します。
設定内容は以下のとおりです。

設定項目 設定内容 初期状態
選局入力
方式

マイチャン
ネル

マイチャンネル設定に従っ
て、選局します。
※ 本項目は機能していません。選択

いただいても3桁入力方式とな
ります。

3桁入力

3桁入力 ～ ●を3桁分入力
することで選局します。

1 ●設定メニューから● ●で「テレビ選局設定」を選び、●
●を押す

設定メニューの表示方法▶P117

2 ● ● ●で任意の項目を選び、 ●を押す
選局入力方式 マイチャンネル

3桁入力
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9.16 録画機能を設定する
外付けHDDや録画番組の扱いについて設定します。
設定内容は以下のとおりです。

設定項目 設定内容 初期状態
録画機器
設定

USB●
HDD●
機能待機

ON 録画・再生動作を早くす
るために外付けHDDを
常に待機状態にします。

ON

OFF 上記を行いません。
録画番組
自動消去

自動消去しない 録画番組の自動消去を
行いません。

自動消去
しない

自動消去する
（視聴済み優先）

録画番組の自動消去を
行います。視聴済みの
録画番組を優先して消
去します。

自動消去する●
(古い録画優先)

録画番組の自動消去を
行います。古い録画番組
を優先して消去します。

1 ●設定メニューから● ●で「録画機器設定」を選び、●
●を押す

設定メニューの表示方法▶P117

2 ● ● ●で任意の項目を選び、 ●を押す

USB HDD機能待機 ON
OFF

録画番組自動消去 自動消去しない
自動消去する

（視聴済み優先）
自動消去する

（古い録画優先）

お知らせ

• 録画番組が保護されている、または視聴中(DLNA配信中含む)の
場合、番組は削除されません。
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10 【付録】

10.1 お知らせについて
本製品での購入履歴照会やオプションチャンネルの申し
込みや購入情報などの確認ができます（手続き、確認で
きる内容は予告なく変更される場合がございます）。

メニュー項目 内容
STB動作状況 録画予約の失敗などのメッセージを表示します。
auひかりからの●
お知らせ

auひかりテレビサービスに関するお知らせ、お
よび放送休止等のメンテナンスに関するお知ら
せを表示します。

サポート 以下の手続きなどが行えます。
•●購入履歴照会
•●月額プラン・チャンネル/パック申し込み
•●月額プラン・チャンネル加入状況/解約
•●TVパスワード変更
•●セットトップボックス各種手続き

インフォメー
ション

以下の内容などを確認できます。
•●障害情報
•●メンテナンス情報
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1 ● auひかりサービス画面表示中に● ●を押す
お知らせ画面が表示されます。

2 ● ●でお知らせを選び、 ●を押す
お知らせ詳細内容が表示されます。
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10.2 アイコン一覧
本製品で表示されるアイコンは以下のとおりです。
	●放送関連アイコン
アイコン 名称 内容

1
マイ●
チャンネル

マイチャンネルに登録されているとき
に表示されます。

● 録画中および
録画予約中

チャンネル録画中および録画予約中に
表示されます。

	●番組、作品情報アイコン
アイコン 名称 内容

HD映像 映像がHD解像度のときに表示されま
す。

SD映像 映像がSD解像度のときに表示されま
す。

ステレオ 音声にステレオが含まれているときに
表示されます。

コピー制限 コピー制限情報がCOPY●NEVERまた
はCOPY●NO●MOREのときに表示され
ます。
COPY●NO●MORE,COPY●NEVER：
コピーが禁止されている作品、番組で
す。
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10.3 用語一覧
 ●サービス関連
多チャンネル放送（IPTV）
多数の専門チャンネルや番組により行われるサービスです。

VOD（Video	On	Demand）
見たいビデオが見たいときに視聴（ビデオパスやYouTubeなど）で
きるサービスです。

 ●システム情報関連
IPアドレス（Internet	Protocol	Address）
ネットワーク上のコンピュータや通信機器１台1台を判別する識別番
号です。

デフォルトゲートウェイ
所属するネットワークの外のコンピュータへ接続するために使用する
コンピュータやルータなどの機器です。

DNS
管轄するドメインのメインとなるDNSサーバーです。

MACアドレス（Media	Access	Control	address）
ネットワーク上で、個々のネットワーク機器を識別するために割り当
てられている装置固有の物理アドレスです。

DRM-ID
DRMはデジタル著作権管理（Digital Rights Management）のこ
とで、著作権保護を目的とした、コンテンツを無制限に利用することを
防ぐしくみです。
DRM-IDはユーザーの識別情報です。

 ●接続機器関連
HDMI（High	Degfinition	Multimedia	Interface）
ＡＶ用のデジタルインターフェース規格です。１本のケーブルで映像
信号、音声信号、制御信号を接続できます。

外付けHDD
USBケーブルで接続するハードディスクドライブです。
本製品は外付けHDDを接続することにより、多チャンネル放送の録
画ができます。

DLNA（Digital	Living	Network	Alliance）
家庭内LAN（ホームネットワーク）でＡＶ家電機器、パソコン・周辺
機器、モバイル機器などの各メーカー間の機器が互換性を持ち、接
続を簡単にするために、結成された業界団体、またはその仕様です。
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10.4 同時動作の制限について
本製品は最大１視聴、2録画、2配信（視聴およびダウン
ロードムーブ）（対応予定）ができます。
具体的には下記になります。

同時動作
現在動作

多チャンネル放送
視聴

多チャンネル放送
録画

多チャンネル
放送視聴中 別のチャンネル：― 別のチャンネル：○

（最大2チャンネル）

録画中
別のチャンネル：○ 別のチャンネル：○

（最大2チャンネル）録画中のチャンネル：○

ビデオ視聴中 ― ○
（最大2チャンネル）

録画再生中 ― ○
（最大2チャンネル）

DLNAクライア
ントに配信中
（対応予定）

○ ○
（最大2チャンネル）

ダウンロード●
ムーブ中
（対応予定）

○ ○
（最大2チャンネル）
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同時動作
現在動作 ビデオ視聴 録画番組再生

多チャンネル放送
視聴中 ― ―

録画中 ○ ○

ビデオ視聴中 別のビデオ視聴：― ―

録画再生中 ― 別の録画番組再生：―

DLNAクライアン
トで視聴中
（対応予定）

○
（ビデオ視聴を開始すると

視聴が中断されます   ） ○

ダウンロード●
ムーブ中
（対応予定）

○
（ビデオ視聴を開始すると

ムーブが中断されます ） ○

同時動作
現在動作

DLNAクライアント
で視聴（対応予定）

ダウンロードムーブ
（対応予定）

多チャンネル放送
視聴中 ○ ○

録画中 ○ ○

ビデオ視聴中 ― ―

録画再生中 ○ ○

DLNAクライアン
トで視聴中
（対応予定）

○ ○

ダウンロード●
ムーブ
（対応予定）

○ ○
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お知らせ

• 2番組を同時に録画している場合、DLNAクライアントでの放送視
聴は、STW2000で視聴している番組もしくは録画中の番組に制
限されることがあります。
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11 【困ったときは／索引】

11.1 困ったときは
11.1.1 故障かな？と思ったら

本製品が動作しないなどでお困りのときは、まず次の点
を確認してください。
これらの点を確認しても本製品が正しく動作しない場合
は、お客さまセンターまでご連絡ください。
お客さまセンターのご連絡先▶裏表紙

現象 原因 対処 参照先
まったく動
作せず、本
体のLEDラ
ンプも消灯
している。

本製品に主電
源が供給され
ていません。
本製品が壊れ
ています。

本製品とACアダプタが正
しく差し込まれているか確
認してください。

P52

本製品の前面にある
POWERランプが、オン（緑
点灯）になっていることを
確認してください。

P33

ACアダプタが、本製品の
ものであることを確認して
ください。

―

本製品が故障している可
能性があります。お客さま
センターにご相談くださ
い。

裏表紙
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現象 原因 対処 参照先
画面が表示
されない

本製品と周辺
機器が正しく
接続されてい
ません。

周辺機器と正しく接続さ
れているか確認してくださ
い。

P42
～ 47

接続している端子が正しい
か確認してください。

P42
～ 47

電源がオンに●
なっていませ
ん。

POWERランプが橙色また
は赤色に点灯している場
合、本製品の電源がオン
になっていません。
本体の【電源】ボタンを押
して、電源をオンにしてく
ださい。

P33

サービスの申
し込みが完了
していません。

auひかり　ビデオ・チャン
ネルサービスのお申し込
みが完了しているかご確
認のうえ、お客さまセン
ターにご相談ください。

裏表紙

画面が暗い 本製品と周辺
機器が正しく
接続されてい
ません。

周辺機器と正しく接続さ
れているか確認してくださ
い。

P42
～ 47

接続している端子が正しい
か確認してください。

P42
～ 47
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現象 原因 対処 参照先
リモコンか
ら操作でき
ない

リモコンの電
池が消耗して
います。

電池を交換してください。 P48

リモコンの電
池の極性が正
しくありませ
ん。

電池を正しく入れなおして
ください。

P48

リモコンの送
信範囲外で操
作しています。

送信範囲内で操作してくだ
さい。
また、リモコン受光部の前
に障害物がないか確認し
てください。

―

リモコン受光
部に強い照明
などがあたっ
ています。

強い照明などがあたらな
いようにしてください

―

リモコンで
の操作が
効かない

本製品で異
常が発生して
います。

本製品の前面にある電源
スイッチで主電源をオフに
して、再度オンにしてくだ
さい。

P57

日本語と英
語が同時に
聞こえる／
英語しか聞
こえない

音声の出力
方法が正しく
設定されてい
ません。

設定が正しいか確認してく
ださい。

P58

音声がステ
レオで聞こ
えない

本製品と周辺
機器が正しく
接続されてい
ません。

周辺機器と正しく接続さ
れているか確認してくださ
い。

P42
～ 47

接続している端子が正しい
か確認してください。

P42
～ 47
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現象 原因 対処 参照先
音声が聞こ
えない

音声の出力
方法が正しく
設定されてい
ません。

●が押されていないか
確認してください

P36

本製品と周辺
機器が正しく
接続されてい
ません。

周辺機器と正しく接続さ
れているか確認してくださ
い。

P42
～ 47

接続している端子が正しい
か確認してください。

P42
～ 47

「入力された
暗証番号が
正しくあり
ません。再
度入力して
ください。」
と表示され
る

暗証番号を確
認してくださ
い。

初期状態の暗証番号は
「1234」です。設定の初期
化を行ってください。

P129

視聴時に何
も表示され
ない／視聴
時の画像や
音声が乱れ
る

ご利用の環境
や回線の状況
によっては、
まれに画像が
乱れる場合が
あります。

故障ではありません。 ―

本製品と周辺
機器が正しく
接続されてい
ません。

周辺機器と正しく接続さ
れているか確認してくださ
い。

P42
～ 47

接続している端子が正しい
か確認してください。

P42
～ 47
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現象 原因 対処 参照先
HDMI接続
で映像が映
らない／正
常な映像が
映らない

本製品の主電
源をオンにす●
る前に、テレビ●
の電源をオン
にしています。

テレビの電源をオフにし
て、再度オンにしてくださ
い。

―

本製品の主
電源をオンに
した状態で、
HDMI端子ケ●
ーブルを抜き
差ししていま
す。

主電源をオフにしてHDMI
端子ケーブルを接続し直
し、主電源をオンにしてく
ださい。

P57

DVIデジタル
入力端子付き
の機器と接続
しています。

HDMI端子付きの機器と
接続してください。

P44、
47

HDMI出力端
子とHDMI入
力端子の挿し
間違えによっ
て映像が映ら
ない。

HDMI出力端子とHDMI●
入力端子の挿し間違えを
確認してください。

P44、
47

映像も音声
も出ない

本製品と周辺
機器が正しく
接続されてい
ません。

周辺機器と正しく接続さ
れているか確認してくださ
い。

P42
～ 47

接続している端子が正しい
か確認してください。

P42
～ 47

外付けHDD
が認証され
ない

本製品と外付●
けHDDが正し
く接続されて
いません。

本製品と外付けHDD間の
ケーブルが正しく接続され
ていることを確認してくだ
さい。

―

外付けHDD
の電源が入っ
ていません。

外付けHDDの電源が入っ
ていることを確認してくだ
さい。

P46
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11.1.2 こんな表示が出たら

エラー
コード 表示内容 対処 参照先

― 現在この番組は
放送を休止して
います。

放送休止中のチャンネルのた
め、視聴できません。放送再
開をお待ちください。

―

E001 現在この放送を
受信できません。

放送休止中のため、視聴でき
ません。放送再開をお待ちく
ださい。または、LANケーブ
ルの抜けやアクセスポイント・
ホームゲートウェイの設定の確
認、再起動をお試しください。

P45

E004 このチャンネルは●
未契約のため視
聴できません。

視聴契約を行うことで視聴で
きるようになります。

P72

P002 視聴年齢制限
ロック中です。
ロック解除を実
施してください。

画面の誘導に従って暗証番号
を入力してください。

P73

E003 ライセンスの情
報更新が必要で
す。

画面の誘導に従って、ライセ
ンスの更新を行ってください。

P72

E001-1 ネットワークに接
続されていませ
ん。LANケーブ
ル、または無線
LANアクセスポ
イントを確認して
ください。

LANケーブルの抜けやアクセ
スポイント・ホームゲートウェ
イの設定の確認、再起動など
をお試しください。

P45

E001-2 IPアドレスエラー
が発生しました。
ネットワーク接続
を確認してくだ
さい。

LANケーブルの抜けやアクセ
スポイント・ホームゲートウェ
イの設定の確認、再起動など
をお試しください。

P45
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エラー
コード 表示内容 対処 参照先

E002-1 HDDに異常が発
生しました。録画
を開始できませ
ん。

外付けHDDを一旦取り外し、
再登録をお試しください。頻
繁に発生する場合には、外付
けHDD故障の可能性があり
ます。

P122

E002-2 HDDに異常が発
生しました。録画
を中止します。

外付けHDDを一旦取り外し、
再登録をお試しください。頻
繁に発生する場合には、外付
けHDDが故障の可能性があ
ります。

P122

E002-3 認証済みのHDD
が接続されてい
ないため録画を
開始できません。

外付けHDDが外れていない
か、ご確認ください。

P46

E002-4 HDDの 認 証 エ
ラーです。録画
を中止します。

外付けHDDを本製品に登録
ください。

P122

E002-5
E002-6

HDDの 容 量 が
不足しています。
録画を開始でき
ません。

外付けHDDの残容量が不足
しています。録画済み番組を
削除ください。

P98

E002-7 HDDの 容 量 が
不足しています。
録画を中止しま
す。

外付けHDDの残容量が不足
しています。録画済み番組を
削除ください。

P98

E002-8 録画不可能な放
送のため録画を
一時停止します。

チャンネルが未契約状態に
なった可能性があります。契
約を行ってください。

P72

E002-10 通信エラーが発
生したため録画
を一時停止しま
す。

録画中に放送が受信できなく
なったため、本エラーが発生
しています。放送が視聴でき
るかどうかご確認ください。

―
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エラー
コード 表示内容 対処 参照先

E002-12 放送が受信でき
ません。録画を
一時停止します。

放送休止・停波状態になった
ため、本エラーが発生してい
ます。放送再開をお待ちくだ
さい。

―

E002-14 録画不可能な放
送のため録画を
一時停止します。

録画中の番組がコピー禁止と
なったため、本エラーが発生
しました。

―

IP2001 エラーのため視
聴できません。

放送休止・停波時に表示され
ることがあります。

―

IP2002 エラーのため視
聴できません。

チャンネルの選局失敗時に表
示されることがあります。

―

IP9000 エラーのため視
聴できません。

チャンネルの視聴ライセンス
の有効期限切れ時に表示され
ることがあります。

P72

IP2200 エラーのため視
聴できません。

チャンネルの視聴ライセンス
を持っていない場合に表示さ
れることがあります。

P72
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11.2 索引
記号／数字

3桁入力キー●......................... 36
10秒戻しキー●....................... 36

A～Z
auひかりサービスキー●......... 36
DC12V（電源端子）●............. 35
dキー●.................................... 36
HDMI（HDMI出力端子）●..... 35
HDMI（HDMI入力端子）●..... 35
HDMI出力設定●..................118
HDMI連動機能●..................120
IPTVキー●.............................. 36
LAN（LANポート）●................ 35
POWERランプ●.................... 33
RECランプ............................ 33
STATUSランプ●.................... 34
STB電源キー●........................ 36
USBポート●............................ 35

ア行
アイコン●..............................136
暗証番号変更●.....................129
インフォメーション●..............134
裏番組表●............................... 65
追いかけ再生●....................... 97
おすすめ●............................... 66
音声切替●............................... 60

カ行
カラーキー●........................... 36
決定キー●............................... 36
困ったときは●.......................141

サ行
再生する
録画済み番組●................... 95
録画中の番組●................... 97

サブメニュー●........................ 59
サブメニューキー●................. 36
サポート●..............................134
視聴年齢制限●....................... 73
仕様●...................................... 26
数字キー●............................... 36
スタンバイモード●................125
成人向け番組●....................... 73
接続●...................................... 40
設置●...................................... 40
設定●....................................117
設定初期化●.........................128
外付けHDD
接続●.................................. 46
設定●................................124

ソフトウェアキーボード.......112
ソフトウェア更新確認●.........126

タ行
ダイレクト録画●..................... 79
ダウンロードムーブ機能●....110
多チャンネル放送●................. 58
チャプター戻しキー／チャプ
ター送りキー●....................... 36
チャンネルキー●..................... 36
データの初期化●..................127
テレビ音量キー●.................... 36
テレビ消音キー●.................... 36
テレビ電源キー●.................... 36
テレビとの接続●..................... 44
テレビ入力切換えキー●......... 36
テレビを見る
カテゴリー検索●................. 70
出演者名検索●................... 68
番組タイトル検索●............. 69
番組表●.............................. 62
フリーワード検索●.............. 67
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電源入／切●........................... 52
電源ボタン............................ 33
同時動作●..........138,●139,●140

ハ行
パレンタルロックキー●........... 36
番組詳細●............................... 64
番組表●.................................. 62
番組表キー●........................... 36
ビデオパスキー●.................... 36
付属品●.................................. 32
ペアリング●............54,●55,●131
ペアリングボタン●................. 34
ホームキー●........................... 36
ホームネットワーク機能●......104
ホームネットワーク設定●......105

マ行
マイクキー●............................ 36
マイチャンネル●..................... 74
文字入力●.............................112
戻るキー●............................... 36

ヤ行
矢印キー●............................... 36
用語●....................................137
予約一覧●............................... 91
予約一覧キー●....................... 36
予約重複●.................81,●82,●83
予約内容●............................... 91

ラ行
リセットボタン●....................... 35
リモコン
テレビ操作........................ 49

録画一覧●............................... 95
録画一覧キー●....................... 36
録画キー●............................... 36
録画済み番組
確認●.................................. 95
再生●.................................. 95
削除●.................................. 98
自動削除●........................... 98
保護●.................................. 99

録画する
おすすめ●........................... 85
カテゴリー検索●................. 89
視聴中の番組●................... 92
出演者名検索●................... 87
番組タイトル検索●............. 88
番組表●.............................. 84
フリーワード検索●.............. 86
放送中の番組●................... 92

録画の停止●........................... 92



お問い合わせ先
■	お客さまセンター

●	インターネットサービス接続・設定・故障

	0077-7084（無料） 9:00～ 23:00（年中無休）
●	ご契約内容の変更・移転・各種手続・請求関連

	0077-777（無料） 9:00～ 20:00（年中無休）
※ 上記番号がご利用になれない場合　0120-22-0077

■	ホームページ

http://www.au.kddi.com/
レンタル元：KDDI株式会社
製造元：住友電気工業株式会社
第１版


	本製品をお使いになるために
	本製品でできること
	安全にお使いいただくために必ずお読みください
	ご使用にあたって
	知的財産権について
	返却などされる場合の留意事項
	登録商標について
	電波に関する注意事項
	無線LANに関する注意事項
	無線LANご使用時におけるセキュリティのご注意
	録画に関するご注意
	お客さま情報に関するご注意
	仕様
	GPL・LGPLについて
	本書の見かた
	目次
	1 【はじめに】 
	1.1 本体と付属品の確認
	1.2 各部の名前とはたらき
	1.3 暗証番号の確認

	2 【設置・接続する】 
	2.1 本製品を設置する
	2.2 本製品の接続をする
	2.3 接続の流れ
	2.4 テレビと接続する
	2.5 LANケーブルでホームゲートウェイと接続する
	2.6 外付けHDDと接続する（お使いになる場合）
	2.7 その他の周辺機器（ブルーレイレコーダなど）を接続

	3 【準備をする】
	3.1 リモコンの準備
	3.2 電源を入れる／切る

	4 【テレビを見る】
	4.1 多チャンネル放送視聴画面の見かた
	4.2 番組やチャンネルを選んで視聴する
	4.3 メッセージが表示されたときは
	4.4 マイチャンネル番組表を使う
	4.5 番組表の設定をする

	5 【録画する】
	5.1 録画機能について
	5.2 番組追従機能による重複
	5.3 録画予約をする
	5.4 予約内容を確認する
	5.5 録画予約を削除する
	5.6 視聴中、放送中の番組を録画する
	5.7 実行中の録画を停止する
	5.8 録画済み番組を再生する
	5.9 録画済み番組を管理する

	6 【auひかりサービス画面を使う】
	6.1 auひかりサービス画面を表示する
	6.2 検索する

	7 【Android TVホームについて】
	7.1 ホームネットワーク機能について
	7.2 Google Cast機能について

	8 【文字を入力する】
	8.1 ソフトウェアキーボードについて
	8.2 文字を入力する

	9 【設定をする】
	9.1 設定メニューを表示する
	9.2 HDMIケーブル接続時の設定をする（HDMI出力設定）
	9.3 HDMI連動機能を使う
	9.4 視聴年齢制限の設定をする（視聴年齢制限）
	9.5 未登録外付けHDDを機器登録する
	9.6 登録済みの外付けHDDの設定・操作をする
	9.7 スタンバイモードの設定をする
	9.8 ソフトウェア更新確認
	9.9 ストレージとリセット
	9.10 設置地域の設定（対応予定）
	9.11 スタート画面の設定
	9.12 暗証番号変更
	9.13 情報を表示する
	9.14 リモコンのペアリングを行う
	9.15 テレビの選局入力方式を設定する
	9.16 録画機能を設定する

	10 【付録】
	10.1 お知らせについて
	10.2 アイコン一覧
	10.3 用語一覧
	10.4 同時動作の制限について

	11 【困ったときは／索引】
	11.1 困ったときは
	11.2 索引



