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② プラグを
 コンセントにさします。

① 電源ケーブルを本機にさし込みます。

5

画面の指示にしたがって、初回設定を
行ってください。

くわしい手順は裏面の「初回設定を行う
（はじめて設定）」を参照してください。

③ リモコンに電池を入れます。

30° 30°

5ｍ

※付属の電池は動作確認用のため、通常
より早く消耗する場合があります。

※交換する場合は、単4形（1.5V）の電池を
使用してください。

外部機器との接続は取扱説明書のP.74～ P.78を参照してください。

リモコンの操作方法について
リモコンの機能やくわしい操作
方法は、裏面および取扱説明書の
P.10を参照してください。

　本体を設置する 　電源ケーブルをつなぐ 　電源を
　入れる

　アンテナ線（市販品）をつなぐ

① B-CASカードを台紙（使用許
諾契約書）からはがします。

① テレビ本体にアンテナ線を接続します。

② 壁面アンテナ端子にアンテナ線を
接続します。

以上で本機の接続は完了です。

デジタル放送の受信には B-CAS
カードが必要です。

② B-CASカード挿入口にさし込み
ます。

※B-C ASカードを抜きさしするときは、
電源ケーブルをコンセントからはずし
てから行ってください。

※使用許諾契約書をよくお読みください。

混合器を使用して地上デジタル
とアナログを同じケーブルにま
とめる必要があります。
混合器の種類や接続方法につい
ては、お近くの電器店などにお
問い合わせください。

分波器を使用して地上デジタル /ア
ナログと BS/CSにケーブルを分け
る必要があります。
分波器の種類や接続方法について
は、お近くの電器店などにお問い合
わせください。

地上デジタル /アナログが別のアンテナ端子に分かれ
ている場合

地上デジタル/アナログ/BS/CSを利用するのに、
壁面のアンテナ端子が一つしかない場合

本体

B-CASカード 取扱説明書 セットアップガイド (本書 )　

セットアップガイド

転倒防止バンド製品保証書（使用許諾契約書 添付）
（ネジ A×1）
（ネジ B×1）

電源ケーブル

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ

PRD-LR122B

205000136-0

携帯・PHS からおかけの場合や、
フリーダイヤルをご利用できない場合

本製品に付属する内容品を確かめてください。
そろっていないときは、お買い上げ日から 2週間以内に弊社ユーザー
サポートセンターまたは販売店にお問い合わせください。

内容品を確認する

本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本書はテレビを受信できるまでの手順を説明しています。本機の詳しい使い方は取扱
説明書を参照してください。また、本書と取扱説明書は大切に保管しておいてください。

付属品の準備

地上デジタル /アナログ地上デジタル /アナログ

BS/CSデジタルBS/CSデジタル

アンテナ線を準備してください

電源が入ると「はじめて設定」
画面が表示されます。

本製品にアンテナ線は付属していません。
F型コネクタのついたアンテナ線を別途用意してください。

F型コネクタ

本製品にアンテナ線は付属しておりません。

※テレビを買い換えたときなどで、今まで使っていたアンテナ線
が F型コネクタの場合はそのまま付け換えて使用できます。

アナログアナログ

地上デジタル
アナログ

BS
CS

地上デジタル
アナログ

BS
CS

地上デジタル地上デジタル

アンテナ線（市販品）アンテナ線（市販品）

ビニール袋に
まとまって
入っています。

 受付時間 :10 時から 18時 ( 年末年始、祝日除く )
0120-727-231

株式会社ピクセラ　ユーザーサポートセンター

TEL：06-6633-2990 
FAX：06-6633-2992

（無料）

単4形乾電池2本
リモコン

型番

UHFアンテナ BS/CSデジタル用
パラボラアンテナ

共同受信施設の場合
（マンションなどの集合住宅）

独立アンテナの場合（一戸建てなど）

管理者または管理会社に
お問い合わせください。

※アナログ放送と送信局が異なる
地域の場合、これまでのアンテナ
の向きでは受信できない場合が
あります。

※屋外アンテナの設置や工事は専
門業者に依頼してください。

ケーブルテレビで受信する場合

つなぐ前に確認しよう ！アンテナはデジタル放送に対応していますか

地上デジタル放送が受信できるエリアかどうかは、
デジタル放送推進協会のホームページなどで確認で
きます。

地上デジタル放送のエリア内ですか？

デジタル放送推進協会（Dpa） 
http://www.dpa.or.jp/

ケーブルをまとめる

本機の背面にある結束用バンドでケーブルを束ねる
ことができます。
※アンテナ線などが抜けないように注意してください。

転倒防止のため本機を固定してください

地震などで本機が転倒しないように、設置面や壁に固定してください。設置面への固定
の方法には転倒防止バンドを使う方法と、ネジで直接固定する方法があります。

①本機と転倒防止バンドをネジ A（付属
品）で固定します。

②転倒防止バンドをネジ B（付属品）で
固定します。

①本機と設置面をネジ B（付属品）で固
定します。

転倒防止バンド
（付属品）
転倒防止バンド
（付属品）

ネジ A
（付属品）
ネジ A
（付属品）

ネジB
（付属品）
ネジB
（付属品）

ネジB
（付属品）
ネジB
（付属品）

転倒防止バンドを使う

ネジで直接固定する

奥のネジ穴を
使用してください
奥のネジ穴を
使用してください

手前のネジ穴を
使用してください
手前のネジ穴を
使用してください

黒色でネジ先が平たい黒色でネジ先が平たい
ネジ A

銀色でネジ先が尖っている銀色でネジ先が尖っている

ネジＢ

銀色でネジ先が尖っている銀色でネジ先が尖っている

ネジＢ

③ ハードディスクにつなぎます。

あわせて確認しよう

アンテナの設置は不要です。放送方式がパススルー方式であるかを確認してください。

左図のようなアンテナが
必要です。

BS/CSデジタル放送を受信するには
対応アンテナを設置していること 受信するチャンネルを契約していること
BS/CSデジタル対応のパラボラアンテナ
の設置が必要です。
※マンションなどの集合住宅の場合は、管理者または
管理会社にお問い合わせください。

有料チャンネルを視聴するには放送局との契約
が必要です。
各放送局にお問い合わせください。

② USBケーブルを本機背面のUSB端子にさし込みます。

① 本体を設置します。

ハードディスク

ハードディスク用
USBケーブル

USBケーブル
（付属品）

USBケーブル
（付属品）

リモコンは受光範囲内
で操作してください。

ハードディスクは水平な場所に寝かせて置いてください。また、ビデオデッキなど、
他の機器の上には置かないでください。他の機器の動作に影響を与える場合があります。

           を押します。

ハードディスクは録画したデータを保存するための装置です。
録画するときは、かならず接続してください。

録画･再生かんたんガイド　

↓
次へ

はじめて設定

本機の初回設定を行います。
リモコンの［決定］ボタン、方向ボタン、数字ボタンを使って操作してください。

映像モードの設定

↓

アナログ放送の設定

↓

デジタル放送の設定

ＳＴＥＰ １ はじめて設定を行います

設定完了

↓

向きに注意して、
図の位置まで
さし込む。

電池の向き
に注意。

A B

以下の点に注意して設置してください。

お子様の手の届く
場所に置かない

濡れるおそれがある
場所に置かない

不安定な場所に
置かない

本機の通風孔を
ふさがない

異常が起こったとき
にすぐに電源プラグ
を抜ける場所に置く

火気や熱源の近く
など高温になる場所
に置かない



1. 初回設定の開始

2. 映像モードの設定

3. 受信地域の設定

5. リモコンボタンの割り当て（アナログ放送）

6. 地上デジタル放送のチャンネル設定

4. アナログ放送のチャンネル設定

7. リモコンボタンの割り当て（地上デジタル放送）

8. BSデジタル放送・CSデジタル放送の設定

9. データ放送の設定

初回設定を行う（はじめて設定）6

はじめて設定

はい

いいえ

地上デジタル放送のチャンネル設定

地上デジタル放送のチャンネルを登録しますか？
「はい」を選択するとチャンネルスキャンが開始されます。

ＳＴＥＰ ７

はじめて設定

次へ

2

3

4

ピクセラ総合

ピクセラテレビ

ピクセラ放送

101

102-2

103

104

ピクセラ教育

1 / 12

チャンネル 放送局リモコン

1

ＳＴＥＰ ９ 地上デジタル放送のリモコンボタン割り当て

リモコンボタンごとに、表示するチャンネルを割り当てます。
現在の割り当てでよければ、次に進んでください。

はじめて設定

次へ

ＳＴＥＰ １０ アンテナ設定

ＢＳ／ＣＳ放送のアンテナへの電源供給を設定します。

：切電源供給

番号入力～0 9

はじめて設定

次へ

0 0 0 0 0 0

郵便番号を設定します。
ここで設定した郵便番号をもとに、データ放送の地域情報が表示されます。

-0

ＳＴＥＰ １１ 郵便番号の設定

はじめて設定

次へ

2

3

4

2 2 ／ピクセラ総合

3 3 ／ピクセラテレビ

4 4 ／ピクセラ放送

1 1 ／ピクセラ教育

1 / 64

表示チャンネル チャンネル／放送局リモコン

1

ＳＴＥＰ ６ アナログ放送のリモコンボタン割り当て

リモコンボタンごとに、表示するチャンネルを割り当てます。
現在の割り当てでよければ、次に進んでください。

プリセット

ＳＴＥＰ ４ アナログ放送のチャンネル設定

チャンネルスキャン方法を選択します。

プリセット ：選択した地域にあらかじめ割り当てられているチャンネルを登録します。

スキャン ：スキャンを開始して、見つかったチャンネルを登録します。

スキャン

はじめて設定

はじめて設定

次へ

：関東地方

：東京都-東京23区都道府県域

ＳＴＥＰ ３ 受信地域の設定

地方と都道府県域を選択してください。

はじめて設定

次へ

映像モード　　　　　：ダイナミック

ＳＴＥＰ ２ 映像モードの設定

映像モードを選択してください。
この設定は後から変更することができます。

ダイナミック ：映像の鮮やかさを重視した設定です。

スタンダード ：映像の自然さを重視したバランスのよい設定です。

はじめて設定

↓
次へ

本機の初回設定を行います。
リモコンの［決定］ボタン、方向ボタン、数字ボタンを使って操作してください。

映像モードの設定

↓

アナログ放送の設定

↓

デジタル放送の設定

ＳＴＥＰ １ はじめて設定を行います

設定完了

↓

何も映らない！番組画面が映った！

各ボタンのくわしい説明は取扱説明書の P.10
を参照してください。

録画番組の再生
・録画番組の一覧表示
・録画番組の保護・削除

お住まいのアンテナや、本機とケーブル類との接続の問題
が考えられます。以下を参考にしてください。

お住まいの地域は地上デジタル放送の放送エリアですか？

入力は [地上デジタル] に切り換えていますか？

いいえ わからないはい

地上デジタル放送が開始される
までご覧いただけません。

社団法人デジタル放送推進
協会【Dpa】のウェブサイト
(http://www.dpa.or.jp/)、
または受信相談センター
でご確認ください。

いいえ

はい

受信方法はどちらですか？

屋外アンテナ ケーブルテレビ

地上デジタル対応の UHFアンテナまたは
UHF/VHF混合アンテナですか？

ケーブルテレビの放送方式は？

パススルー以外

わからない

地上デジタル対応のUHFアンテナ
またはUHF/VHF混合アンテナの
設置が必要です。
くわしくは、電器店またはアンテナ
設置業者にご相談ください。 本製品はパススルー方式に

対応しています。その他の
方式には対応していません。

ご契約されているケー
ブルテレビ会社にお問
合せください。

パススルー

60%未満 確認できない

電波が弱い、電波障害の
可能性があります。
くわしくは、本機のお買い
上げ店または、電器店に
ご相談ください。

リモコンの電池や電源
ケーブルの接続を再度
確認してください。

アンテナ線など、ケーブル
類の接続に間違いがないか
確認し、チャンネルの再設定
（P.60）をしてください。

60%以上

受信レベルを確認してください。（取扱説明書 P.59）

※下記は地上デジタル放送の受信を確認するためのフローチャートです。

はい いいえ を押してください。

電源の入／切

放送波の切換
※アナログ放送は
　から選択できます。

チャンネル切換

音量調節
データ放送の表示

録画予約の確認
・予約の変更・削除
・日時を指定して録画予約
　

番組表の表示
・番組の検索
・番組を指定して録画予約

※初回設定直後は番組
　情報が表示されない
　場合があります。
　取扱説明書 P.20の
　方法で番組情報を
　取得してください。　

再生中の操作

字幕の表示
※字幕対応番組のみ

以降の操作は取扱説明書を参照してください。
代表的な操作は以下の通りです。

ここからは付属のリモコンを使って操作してください。初回設定では以下のボタンを使用します。

※ここで説明しているボタン操作は、本機の設定や録画した番組の再生で必要になりますのでかならず覚えておいてください。

設定をやりなおしたいときなど、1つ前の画面に戻るときに押します。

画面上の操作で使用するボタン

数字を入力するときに押します。

選んだ項目を実行するときに押します。

項目を選ぶときに押します。上下左右の4方向に押すことができます。
※現在、選んでいる項目は黄色で表示されています。

※「0」を入力するときは　　を押してください。

       を押します。

       を押します。③

画面上の [映像モード ]が黄色になっていることを確認
して　　を押します。

①

　　または　　でお好みの映像モードを選びます。②

[次へ ]を選んで　　を押します。④

画面上の [地方 ]が黄色になっていることを確認して　
　  を押します。

お好みに応じてリモコンボタンの割り当てをします。

[プリセット ]または [スキャン ]を選んで　　を押します。①

①

[次へ ]を選んで　　を押します。②

①

プリセット
手順 3で選んだ地域に応じて、取扱説明書 P.87～ 90の表にあ
るチャンネルが自動的に割り当てられます。アナログ放送を受信
しない場合や、できない場合はこちらを選んでください。
スキャン
チャンネルスキャンが開始されます。実際に受信できるチャンネ
ルを登録します。

お好みに応じてリモコンボタンの割り当てをします。①

※くわしい設定方法は取扱説明書の P.65の手順 4からを参照してく
ださい。

※現在の割り当てでよろしければ次の手順に進んでください。

[次へ ]を選んで　　を押します。

[次へ ]を選んで　　を押します。

②

③

画面上の [電源供給 ]が黄色になっていることを確認
して　　を押します。

①

                 のボタンでお住まいの地域の郵便番号を
入力します。

①

※｢０｣を入力するときは         を押してください。

※データ放送で表示される天気予報などの地域情報は、ここで入力
した郵便番号に応じて表示されます。

※誤って入力した場合は、　　　で修正箇所に戻ってから再度入力し
てください。

※チャンネルスキャンに時間がかかる場合があります。

※チャンネルスキャンに時間がかかる場合があります。

※現在の割り当てでよろしければ次の手順に進んでください。
※くわしい操作方法は取扱説明書 P.65の手順 4からを参照してくだ
さい。

　　または　　でお住まいの地方を選んで　　を押します。②

　　または　　でお住まいの地域を選んで　　を押します。④

[都道府県域 ]を選んで　　を押します。③

[次へ ]を選んで　　を押します。⑤

※アナログテレビ放送は 2011年 7月 24日をもって終了する予定です。

画面上の [はい ]が黄色になっていることを確認して　
　   を押します。

①

[いいえ ]を選んだ場合、地上デジタル放送の受信はできません。
受信するためには、別途、チャンネルスキャン（取扱説明書 P.60）
を行ってください。

チャンネルスキャンが開始されます。

　　または　　で [入 ]または [切 ]を選んで　　を押
します。

②

はじめて設定

設定完了

はじめて設定が完了しました。

10. 初回設定の完了

テレビの初回設定が完了します。

        を押します。

※初回設定をやり直すこともできます。くわしくは取扱説明書の
P.68を参照してください。

入
本機からパラボラアンテナへ電力を供給します。本機以外にパラボラ
アンテナに接続されている機器がない場合はこちらを選んでください。
切
本機からはパラボラアンテナへ電力を供給しません。本機以外の機
器からすでに電力が供給されている場合はこちらを選んでください。

[次へ ]を選んで　　を押します。②

いいえはい

お使いのハードディスクは初期化されていません。
録画するには初期化が必要です。

初期化しますか？

いいえはい

ハードディスクを初期化します。
初期化するとハードディスクの内容は全て消去されます。

よろしいですか？

付属のハードディスクで録画できるように設定します。

11. ハードディスクの初期化

[はい ]を選んで        を押します。

[はい ]を選んで        を押します。

次のメッセージが表示されます。


