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•StationTV®は株式会社ピクセラの登録商標です。
•iPhone、iPad、iPod touchはApple Inc.の登録商標
です。

•iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づ
き使用されています。

•App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

車載 ワイヤレス テレビチューナー  

はじめにお読みください

内容品の確認 対応車種

各部の名称 使用上のご注意

裏面に記載の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく取り扱ってください。
また、本書は保証書も兼ねていますので大切に保管しておいてください。

お使いになる前に、すべての内容品が同梱されていることを確認してください。

お使いになる前に

□ 本体　×１ □ アンテナユニット  ×１

□ クランプ　×4
（アンテナケーブル用）

□ ロッドアンテナ  ×１

□ ストラップ  ×1

ストラップ穴
付属のストラップを取り付けます。

無線LANランプ
ネットワークの通信状態を示します。

テレビランプ
アプリの使用状態を示します。

電源端子
付属の電源ケーブルを接続します。

アンテナ端子
○の端子に付属のアンテナケーブルを接続します。本製品では使用しません。何も接続しないでください。

※ 不足や異常がある場合は、購入から２週間以内に弊社ユーザーサポートセンターにご連絡ください。

DC12V － マイナスアース車

• 車種によっては、設置できない場合があります。
• 熱線反射ガラス、断熱ガラス、電波不透過ガラスなどの電波を通さないガラス
を使用した車種では受信感度が極端に低下します。

• 以下の車両や装置などでは使用しないでください。
　　- 大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車など（DC24V搭載車）
　　- ACCポジションがない車両
　　-乗用車以外の乗り物（レジャーボートなど）
　　-発電装置（直流発電機など）
• エンジン停止時でもアクセサリーソケットからの給電が可能な車種の場合、
使用後はかならず電源ケーブルを抜いてください。

• 自動アイドリングストップ機構を搭載した車両では、長時間アイドリングを停止
するとバッテリー上がりの原因になる場合があります。

受信について
•車両の動き方や速度によって受信状態が変わります。
•車両の走行中は、家庭でのデジタルテレビの視聴に比べて、ブロックノイズや音飛び、画面
静止、黒画面での停止などが発生しやすくなります。

•車両の移動により受信するエリアが変わると、番組を受信できなくなる場合があります。
•高圧線、線路、テレビ・ラジオの送信所、無線送信所、ネオンサイン等の放電機器の近くで
は正常に受信できない場合があります。

取り扱いについて
•背面シートを倒すときは、本体や配線が傷まないように注意してください。
•面ファスナーは着脱回数が多くなると、貼り付ける面がつぶれたり、シート側の布地が毛羽
立って、取り付けにくくなる場合があります。本体およびアンテナユニットをシート背面に
直接面ファスナーで取り付ける場合は、むやみに着脱しないようにしてください。

•お手入れの際は、アルコール、シンナー、ベンジンなどの揮発性の薬品は使わないでくだ
さい。

•ウィンドウの清掃時は、アンテナユニットに薬剤や水滴がかからないように注意してください。
•本製品および本製品のパッケージ（緩衝材を含む）を廃棄する場合は、お住まいの地方自
治体の条例や規則にしたがってください。

□ 面ファスナー
･ 硬い側　×１
･ 柔らかい側／短　×１
･ 柔らかい側／長　×１

□ 電源ケーブル  ×１
 （3Aヒューズ内蔵）

リセットボタン（側面）
無線LANランプが赤点滅しているときや、本製品
を初期化するときに使います。つまようじなどを
使って、無線LANランプが緑色に点滅するまで押
し続けます（約10秒）。

製品のくわしい情報や最新情報については、ホームページを確認してください。

http://pixela.jp/pixbd100
車載 ワイヤレス テレビチューナー　製品ホームページ

本製品や操作方法についてのご質問・ご相談は、弊社ユーザーサポートセンターまで
お問い合わせください。

●携帯電話をご利用の場合

0570-064-246 （通話料がかかります）

〒556-0011　大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 パークスタワー25F

ユーザーサポートセンター

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

（通信料がかかります）

●フリーダイヤル、ナビダイヤルをご利用できない場合

06-6633-2992FAX

お問い合わせ先

※ 本体に貼ってあるシールは、はがさないでください。

•Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。
•その他の本書に記載している社名および商品名は、各
社の商標、登録商標、および商品です。

•本書では(R) およびTM などの商標マークは省略させ
ていただいております。

205000246-0 

型番　PIX-BD100

□ SSID/KEY表示ラベル
　×1

□ はじめにお読みください（本書）
□ セットアップガイド

※ 先端が鋭利なものを使ったり、強く押したりしない
でください。

対応端末

iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5

iPad Air
iPad 4th generation
iPad mini Retinaディスプレイモデル

iPhone iPad

iOS7.0.6 以降をインストールした、以下の端末で使用できます。（2014年8月現在）

　　           点灯　　　　
緑     使用中 
赤     チャンネルサーチ中

　　　点灯
緑     通信中
赤     通電中

点滅
リセット完了
システムエラー

以下の事項をかならず守ってお使いください。
• ACCポジションなどで、エンジンを停止したまま長時間使用しないでください。
• 本製品の使用後は、アクセサリーソケットから電源ケーブルのプラグを抜いてお
いてください。

バッテリー上がりの防止について



安全上のご注意
本書では、本製品を安全にお使いいただくために、かならず守ってい
ただきたい事項を以下の表示と図記号で説明しています。

警告表示
誤った取り扱いによって生じる危害や損害の程度を以下の表示で
分類しています。

図記号
守っていただく内容の種類を示しています。

：禁止事項（してはいけないこと）を示します。

：順守事項（かならずすること）を示します。

死亡または重症を負うことや、物的損害の発生が想定
されることを示します。

障害を負うことや、物的損害の発生が想定されることを
示します。注意

警告

注意

警告

本製品の分解・改造は絶対にしない。
火災や故障および感電やけがの原因になるおそれがあります。また、
無線機器を分解して使用すると、法律で罰せられることがあります。

何か異常が起こったときは、すぐにアクセサリソケットから
電源ケーブルを抜く。
異常が発生したときに通電し続けると、火災や故障および感電の原因
になるおそれがあります。

以下のような場所には設置しない。

交通事故、火災、故障および感電やけがの原因となるおそれがあり
ます。

死亡または重症を負う危険性があり、その切迫の度合
いが高いことを示します。危険

危険
運転者は運転中にアプリの操作やテレビの視聴をしない。
重大な交通事故の原因となります。

• 前方の視界を妨げる場所
• 同乗者に危険をおよぼす場所
• 運転操作を妨げる場所
• その他、運転に支障をきたす場所
• エアバッグの動作を妨げる場所
• エアバッグが開いたときに、けがの原因になるような場所
• 通風孔がふさがれるような場所
• 振動が激しい場所や不安定な場所
• 平面ではない場所
• 固定できない場所
• 直射日光の当たる場所（ダッシュボードなど）
• 高温になる場所
• 熱源の近く（ヒーター吹出口の近くなど）
• 雨のふりかかる場所（ドア付近など）
• ドアウィンドウや可動式のウィンドウ
• 熱線やプリントアンテナの上

異常や故障があるときは使用しない。
そのまま使用した場合、火災や故障および感電などの原因となるおそれ
があります。すぐに使用を中止して、お買い上げの販売店または弊社ユー
ザーサポートセンターに相談してください。

故障や事故によるけがを防ぐため、以下のことを守る。

火災や故障および感電やけがの原因になるおそれがあります。

• 内部に指や物を入れない
• 熱源を近づけたり、破損させたりしない
• 水につけたり、濡らしたりしない
• 重い物をのせたり、強い衝撃を与えたりしない
• 上に物を被せたりして本体の通風孔をふさがない

本製品を濡らしたり、濡れた手で触れたりしない。
故障および感電の原因になるおそれがあります。

対象車種以外では使用しない。
本製品はDC12V マイナスアース車専用です。DC24Vバッテリー搭載
車や、レジャーボート、直流発電機などに使用すると、発火や故障およ
び感電、やけど、けがの原因となるおそれがあります。

走行中は適正な音量で使用する。
車外や周囲の音が聞こえない状態での運転は、交通事故の原因となる
おそれがあります。

他者の安全を守るため、以下のようなときや場所で使用しない。

本製品の電波の影響を受け、誤作動による事故の原因になるおそれが
あります。

• 心臓ペースメーカーや補聴器、その他の医療用電子機器を使用され
ている方の乗車中
• 無線機器の使用が禁止されている場所
• 火災報知機や自動ドアなど自動制御機器の近く
• 高精度の制御や微弱な信号を扱う機器の近く

本製品に含まれていない部品を使用しない。
性能を十分に発揮できなかったり、故障の原因となるおそれがありま
す。指定部品以外の使用により発生した事故、故障、損害等について、
当社は一切の責任を負いかねます。

配線は正しく行う。
誤った配線のまま使用すると、発火や故障および感電の原因となるお
それがあります。特に、ケーブルのねじれやシートレール等の可動部分
へのはさみ込みがないように注意してください。また、運転や乗り降り
の妨げにならないように配線してください。

指定された方法で取り付ける。
誤った取り付けにより、火災、感電、故障および重大な交通事故の原因
となるおそれがあります。かならずセットアップガイドの指示にした
がって正しく取り付けてください。

かならず定格容量のヒューズを使用する。
定格以外のヒューズを使用すると火災や故障の原因となるおそれがあ
ります。

設置後は車両の電装品が正常に動作することを確認する。
異常があるまま走行した場合、火災や故障および感電の原因となるお
それがあります。

ケーブル類を傷つけたり加工したりしない（無理に引っ張る・曲げ
る･ねじる、重い物をのせる、ドアなどで挟むなど）。また、傷んだ場
合は使用しない。
ショートによる発火や感電の原因になるおそれがあります。

エンジンスイッチにACCポジションがない車両には使用しない。
バッテリー上がりの原因になります。

本体は付属のストラップと面ファスナーで確実に固定する。
走行中の振動や衝撃で脱落し、故障の原因となるおそれがあります。

ウィンドウの清掃時はアンテナユニットに薬剤や水滴がかからな
いようにする。
故障や感電の原因になるおそれがあります。

ACCポジションのまま長時間使用しない。
バッテリー上がりの原因になります。

1.　保証期間内において、取扱説明書等にしたがった正常な使用状態にもかかわらず、
故障が発生した場合、保証規定に基づき無償修理をいたします。故障発生の場合
には、まず、お買い上げの販売店または弊社ユーザーサポートセンターへお問い
合わせください。

2.　保証期間内にあっても、お客様の取扱いの不備、操作間違い等が原因による故障は、
原則として有償修理とさせていただきます。

3.　保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、また
は弊社ユーザーサポートセンターへお問い合わせください。

4.　お買い上げ年月日、販売店名の記入捺印がない場合は、別途、購入日を証明する
書類（レシート、納品書等）の添付が必要となります。ご確認のうえ、記入捺印
のない場合は、販売店にお問い合わせください。

5.　本保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

6.　本保証書は日本国内でのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

7.　保証期間内でも製品の修理のための取り外しや弊社へ送付された場合の送料およ
び諸掛りにつきましては、お客様の負担となります。なお、送付の際は適切な梱
包のうえ、紛失防止のために受け渡しの確認できる手段（簡易書留や宅配など）
をご利用ください。

8.　本製品の取り付けおよび取り外し時、故障および故障状態での使用により生じた
直接、間接の損害につきましては、弊社はその責任を負いかねます。

9.　修理受付後、弊社において障害が再現できない場合は、交換、修理をいたしかね
る場合があります。

10. 修理によって交換された不良品の所有権は、当社に帰属するものとし、交換した部
材に関するデータ等の内容については一切の責を負わないものとします。

11. 保証期間経過後の修理につきましては、やむを得ない事情により、お客様へ事前通
知なしに使用部品などを変更する場合があります。

12. 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用する場合があります。

13. 保証期間内にあっても次の場合は有償修理となります。また、本書並びに製品付属
の取扱説明書等に別途記載されている場合には、その保証規定にしたがい有償修
理となりますのでご注意ください。

製品保証書
本製品は当社品質検査に合格したものです。万一、保証期間内での正常な使用状態
にもかかわらず、故障が発生した場合、本書記載の保証規定に基づき無償修理を行
います。この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無償修理をお
約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限
するものではありません。

a)　お買い上げ年月日が確認できない場合、また、販売店名、販売店記入のない場合
　　※オンライン購入の場合は、お買い上げ日を証明する書類（納品書等）が必要に

   なります。

b)　本保証書の提示がない場合、また保証書を書き換えた、所定事項に記入がない場合
c)　使用および操作上の誤り、他の機器との誤った接続、弊社によらない修理や改造に
よる故障および損傷

d)　お買い上げ後の落下や取り付け、輸送、移動時の取り扱いが不適当なために生じ
た故障および損傷

e)　火災、風水害、地震などの天災、異常電圧など外部要因による故障および損傷
f)　 使用中、ケース等に生じる傷などの外観上の変化
g)　消耗品（乾電池やバッテリーパック、充電式電池など）の故障、異常
h)　付属品を取り換えた場合
i)　 業務用（営業用）としての使用、船舶への搭載、一般車両（12V車）以外に使用された
場合の故障および損傷

お買い上げ日

保証期間
（お買い上げ日より） 本体：　1　年

取扱販売店名・住所・電話番号

販売店様へ
お買い上げ日、貴店名、住所、電話番号をご記入のうえ、本書をお客様にお渡しください。

製品名

製品型番 PIX-BD100

車載 ワイヤレス テレビチューナー

製造番号
（本体に記載）

年月日

•本製品は 2.4GHz 帯の周波数を使用しているため、同じ周波数を利用している機器
と電波干渉を起こす場合があります。

•本製品の使用周波数帯では、同じ周波数の無線機器や、電子レンジなどの電子機器、
工場、製造ラインなどで使用されている移動帯識別用の構内無線局および特定小電
力局が運用されています。

•本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局
が運用されていないことを確認してください。

•万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉が発生した場合、速や
かに本製品の使用を中止してください。

•本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉が発生した場合など、
何かお困りのときは、株式会社ピクセラのユーザーサポートセンターへお問い合わせ
ください。

•本製品と通信機器との通信距離は、使用環境（車両の構造・材質・障害物、設置状況、
電波状況など）により異なります。また、映像にノイズが入ったり、通信できなくなっ
たりする可能性があります。

① 使用周波数帯域が2.4GHzであることを表します。
② 変調方式がDS-SS方式/OFDM方式であることを表します。
③ 想定干渉距離が40m以下であることを表します。
④ 全帯域を使用し、かつ「構内無線局帯域」を回避できることを表します。

2.4DS/OF4

① ② ③

④

•本製品は技術基準適合証明を受けた特定無線装置を内蔵しています。
•本製品は、社団法人電波産業会 (ARIB) が定める規格に準拠した仕様になっていま
す。将来、規格の変更があった場合は、予告なしに仕様を変更する場合があります。

•本製品は日本国内での使用を前提に設計されています。故障や感電などの事故を引
き起こすおそれがありますので海外では使用しないでください。

•本製品は人命に関わったり、高度な信頼性が必要な設備や機器などへの組み込みや
制御などへの使用を意図して設計されていません。

•仕様および外観は、性能向上やその他の理由で予告なく変更される場合があります。
• 本書およびセットアップガイドの内容を無断で転載することは禁じられています。

周波数帯

接続方式

セキュリティ

消費電力

外形寸法（設置時）

受信放送

インターフェース

使用温度・湿度範囲 温度 0℃～ 40℃　湿度 10～ 85%RH（結露なきこと）

約 123mm （W） × 123mm （D） × 40 （H） mm 　

質量 約 210 g

地上デジタルアンテナ入力端子×4、電源ポート（DC入力）、
USB（拡張用）

地上デジタルテレビ放送（ISDB-T） UHF13ch～52ch 

IEEE 802.11b/g/n

2.4GHz 帯

WPA2-PSK（AES）

電源 DC12V

10.8W（動作時）

チューナー数 4　（合成ダイバシチ方式）

製品仕様

車のウィンドウを締め切った状態で長期間保管しない。
本体の変形や変色、故障の原因になるおそれがあります。長期間使用し
ないときは、取り外しておいてください。


