
アンテナ線の芯を
曲げない

コンセントへは最後に
つないでください

  コンセントにつなぐと電源が入り、
すぐにネットワークやハードディスクへ
の接続確認が始まります。すべての接続
が完了してからコンセントにつないでく
ださい。

ハードディスクは、テレビアプリで
録画番組を保存するために接続します。

LAN端子LAN端子

USB端子USB端子

無線ルーター
（市販品）
無線ルーター
（市販品）

はじめに内容品がすべてそろっているかを確認してください。内容品に異常や不足があるときは、購入から
2週間以内に弊社ユーザーサポートセンター（裏面）にお問い合わせください。

本書ではデジタル放送の視聴と、DVDの再生ができるまでの手順を案内しています。
かならず本書を読んでから正しく安全に使用してください。また、本書は保証書も兼ねていますので読んだあと
も大切に保管しておいてください。

内容品を確認する

各部の名前と機能

セットアップガイド

DVD再生対応
ワイヤレス テレビチューナー

205000250-0

型番：PIX-BR310L-DV

ネットワーク設定

※本体に貼ってあるシールは、はがさないで
ください。

イジェクトボタン
ディスクを取り出します。
1秒以上押してください。

ディスクスロット
ディスクを挿入します。ディスク
のレーベル面を右側にして挿入
してください。

前面

背面

B-CASカード挿入口

LANポート

USBポート
（ハードディスク接続用）

アンテナ入力端子

電源端子

STEP1

STEP2

本体の設置と接続

STEP3 アプリのインストールと起動

B-CASカードを台紙から
はずして、本体に挿入する

LANケーブルでお使いの
無線ルータと接続する

壁側のアンテナ端子と接続する
※アンテナ線はF型コネクタの付いたものを
別途用意してください。

※USBハブは使わずに、直接本体とハード
ディスクを接続してください。 ハードディスク

（市販品）

アンテナ端子
地上デジタル放送

BS／CSデジタル放送

※壁側のアンテナ端子が足りないときや分かれ
ているとき ⇒ 裏面

ハードディスクとUSBケーブルは別途用意してく
ださい。 容量は2TB以下のものにかぎります。
なお、本製品の動作確認済みのハードディスクを使う
ことをおすすめします。くわしくはホームページで確
認してください。

動作確認済みハードディスク：
http://www.pixela.co.jp/hdd/

無線ルーターに接続するためのネットワーク設定を行います。
ここからはiPhone／iPadで操作します。

テレビを視聴するアプリとDVDを再生するアプリをそれぞれインストールします。

テレビアプリをインストール

①AppStoreで「ワイヤレスTV」をキーワード検
索します。
②検索結果から「ワイヤレスTV（StationTV）」
を選んで、インストールします。

ワイヤレスTV（StationTV）

  　　（設定）をタップ 選択したネットワークが表示さ
れ、チェックマークが付くまで
待ちます。

［Wi-Fi］をタップ Wi-Fiをオンにする ネットワークを選ぶ
お使いの無線ルーター本体に
記載されている番号と同じも
のを選びます。

パスワードを入力
ルーター本体に記載されてい
る「KEY」や「パスフレーズ」の
文字列を入力します。

BS・CS・地上 共用

33

ハードディスクを接続する44 ACアダプターと電源ケーブルを接続して、コンセントにさす55

22
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市販品市販品

［次へ］をタップ
接続に失敗するときは裏面を参照

接続に失敗するときは裏面を参照 チャンネルが表示されないときは裏面を参照

［次へ］をタップ 使用するチューナーを選ぶ
本体に記載されている「S/N」と同じ番号を選びます。

使用するチャンネルに       をつける
iPhoneの場合は画面右上の［スキャン結果］をタッ
プしてから操作してください。

［視聴へ］をタップ
テレビの画面が表示されます。

アプリの使い方はアプリ画面下部の［ヘルプ］を
タップして、取扱説明書を参考にしてください。

インストールしたアプリをタップ
初回設定画面が表示されます。

［地域］で受信する地域を選び、
［スキャン開始］をタップ
スキャンが完了するまで待ちます。

本体は必ず縦置きで設置してください。
横置きにすると故障の原因になるおそれが
あります。

本体は必ず縦置きで設置してください。
横置きにすると故障の原因になるおそれが
あります。

電源ランプ
本体の状態を示します。

テレビランプ
テレビアプリの利用状態を示します。

リセットボタン
本体を初期化するときに、
つまようじなどを使って10
秒以上押します。

□ACアダプター ×1

□電源ケーブル ×1

□本体 ×1

□LANケーブル×1□B-CASカード（使用許諾契約書 添付）×1

□セットアップガイド兼保証書（本書）×1

DVD再生アプリを
インストール

①AppStoreで「ワイヤレスDVD」をキーワード
検索してください。
②検索結果から「ワイヤレスDVD」を選んで、イ
ンストールします。

ワイヤレスDVD

インストールしたアプリをタップ
接続画面が表示されます。

ディスクを挿入する
ディスクの向きに注意してください。

本体への接続が開始され、操作画面に移動します。
アプリの使い方はアプリ画面下部の［ヘルプ］をタップ
して、取扱説明書を参考にしてください。

赤 点灯
点滅

待機中
エラー

緑 点灯
点滅

使用中
初期化完了

DVDランプ
DVD再生アプリの利用状態を示します。

緑 点滅
消灯

アプリ使用中
停止

赤 録画中

緑 視聴中

橙 録画予約あり

市販品市販品



製品仕様こんなときは

安全上のご注意

•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。本書に従って
正しい取り扱いをしてください。（ＶＣＣＩ－Ｂ）

•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。

※8cmのディスクサイズには対応していません。
※CPRMには対応していません。そのため、レコーダーなどで書き出したディスクは
再生できません。
※VRモードで記録されたディスクの再生には対応していません。 VRモードとは、
レコーダーなどで一般的に書き出される形式です。

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 注意

使用上のご注意

お問い合わせ先
本製品やアプリの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。

株式会社ピクセラ   ユーザーサポートセンター

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

製品の詳しい情報や、最新情報について
は弊社ホームページを確認してください

携帯電話でご利用の場合

0570-064-246
（通話料がかかります）

FAX 06-6633-2992
（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
いただけない場合

http://www.pixela.co.jp/

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。 守っていただく内容の種類を示しています。

注意
警告 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。

禁止事項（してはいけないこと）

順守事項（かならずすること）

警
告
表
示

図
記
号

アプリ動作機種
対応機種 iPad Air／iPad （4th generation）／iPad （3rd generation）*／iPad 2*／

iPad mini Retinaディスプレイモデル／iPad mini*／
iPhone 5s／iPhone 5c／iPhone 5／iPhone 4s*／iPod touch （5th generation）*
※「*」がある機種をお使いの場合は、アプリで設定している画質によって映像が滑らかに表示できない
　ことがあります。

その他 ながら見機能を利用する場合はインターネット環境が必要
OS iOS 6.1.3 / 6.1.4 および iOS 7.0 / 7.1 以降 

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。

かならず家庭用コンセント（100V）で使
用する。
たこ足配線などコンセントや配線器具の定格
を超える使い方をすると、発熱して火災の原因
になるおそれがあります。

何か異常が起こったときに、すぐにACア
ダプターを抜けるように設置する。
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。

以下の場合は、本体に触れずに速やかに
電源ケーブルをコンセントから抜く。

• 異音、異臭、煙が出ているとき
• 本体およびACアダプターが故障、破損し
ているとき
• 内部に液体や異物が入ったとき
• ACアダプターが異常に熱いとき
そのまま使用すると、火災および感電の原因に
なるおそれがあります。AC アダプターを抜くと
きは、やけどをしないように注意してください。

故障や事故を防ぐため、以下のことはし
ない。
• 内部に指や物を入れない
• 熱器具に近づけたり、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
• 上から物を被せない
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。

本製品のACアダプターおよび電源ケーブルを
別の用途に使用しない。また、別の製品のAC
アダプターやケーブルを本製品に使用しない。
火災や故障および感電の原因になるおそれがあります。

ディスク読み込み中に本体を動かしたり、持ち
上げるなど、衝撃や振動を与えない。
ディスクが破損したり故障の原因になるおそれがあり
ます。本体を移動するときは、ディスクを取り出し、電
源プラグを抜いてから行ってください。

ひび割れや変形、接着剤などで修復したディス
クは使用しない。
ディスクが破損したり破片が飛び散って、けがや故障
の原因になるおそれがあります。

ACアダプターの取り扱いは以下の事項
を守る。
• 本製品に付属のAC アダプターを使用する
• ACアダプターと電源ケーブルを確実に
接続する
• 抜くときは、ACアダプターのアダプター
部分を持つ
• プラグ部分のほこりや汚れは定期的に掃
除する

誤った取り扱いをすると、火災や故障および感
電の原因になるおそれがあります。

使用中は本体やACアダプターに長時間
触れない。
やけどの原因になるおそれがあります。

雷鳴が聞こえたときは、すぐに使用を中
止し、本製品に触れない。
感電の原因になるおそれがあります。

ACアダプターを傷つけたり加工したりし
ない。また、傷んだ場合は使用しない。
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すると、火災や故障およ
び感電の原因になるおそれがあります。

屋外アンテナの設置や工事は専門業者
に依頼する。
けがや感電の原因になるおそれがあります。

本製品を移動するときは、接続している配線を
すべてはずす。また、輸送中にぶつけたり落と
したりしないように注意する。
転倒や落下により故障やけがの原因になったり、ケー
ブルの端子が破損したりするおそれがあります。

長期間使用しないときは、電源ケーブルをコン
セントから抜いておく。
プラグ部分にほこりがたまると、火災および感電の原
因になるおそれがあります。

本体内部の掃除は株式会社ピクセラのユー
ザーサポートセンターに依頼する。
内部にほこりがたまると、火災および感電の原因にな
るおそれがあります。3 年に1 回を目安に株式会社
ピクセラのユーザーサポートセンターに内部の清掃
を依頼してください。

DVD再生対応 ワイヤレス テレビチューナー
PIX-BR310L-DV
本体：DC+12V
ACアダプター：AC 100V 50/60Hz
最大12W
地上デジタル放送(ISDB-T) パススルー対応
BS デジタル放送(ISDB-S)
110 度CS デジタル放送(ISDB-S)
サイズ：12cm

2
※本製品はリージョンコードを変更できません。

地上デジタル／BS デジタル／110 度CSデジタル混合アンテナ端子
（F 型コネクタ）、B-CAS カード挿入口、
LANポート（10BASE-T/100BASE-TX）、電源ポート（DC入力）、USB
ポート（A タイプ）
２TB（最大）
約89.5 mm（W） × 150 mm（D） × 191.5 mm（H）
※突起部含まず、ゴム足含む

約850g
温度 ：5℃～35℃

製品名
型番
電源

消費電力
受信放送

対応ディスク

リージョン（地域）コード

インターフェース

対応ハードディスク容量
外形寸法

質量
使用温度範囲

Q.本体（チューナー）への接続に失敗する  
A.LANケーブルの接続やネットワークの設定に問題があることが
考えられます。

Q.チャンネルスキャンをしても、チャンネルが表示されない  
A.アンテナの接続や電波の受信に問題があることが考えられます。

① 本体と無線ルーターの接続を確認してください。
　・ 本体、無線ルーターの電源は入っていますか？
　・ 本体と無線ルーターをつなぐLANケーブルはきちんと接続されていますか？

②表面の「STEP2 ネットワーク設定」をやりなおしてください。
設定後、アプリを起動して本体に接続できるか確認してください。

最初に、アンテナの接続を確認してください。
　・ アンテナ線はきちんと接続されていますか？
　・ 壁側のアンテナ端子はデジタル放送のものですか？
　・ BS／CSデジタル放送用アンテナへの電源供給はされていますか？（本製品から電
源供給はできません）

接続に問題がない場合は、以下のような原因で電波の受信ができていないおそれがあり
ます。

天候の影響など

電波が弱い

デジタル放送を受信
できる環境ではない

一時的に受信できなかったことが考えられます。時間をお
いてからチャンネルスキャンをやり直してください。

アンテナ性能や接続方法、場所、地形などの条件により、電
波を受信しにくいことが考えられます。お近くの電器店に
ご相談のうえ、受信環境を改善してください。

地上デジタル放送については、Dpa（社団法人デジタル放
送推進協会） のホームページ（http://www.dpa.or.jp/）
を参考にしてください。BS／CSデジタル放送の受信には、
専用のアンテナと放送事業者との契約が別途必要です。

地上デジタル放送

BS／CSデジタル放送

本体

混合器

分配器

テレビ

本体

地上デジタル放送
BS／CSデジタル放送

Q.壁側のアンテナ端子が足りない／分かれている    
A.分配器や混合器を使って接続します。

アンテナ端子が足りないとき

別途、分配器とアンテナ線をもう２本用意して、下図のように接続してください。

地上デジタル放送とBS／CSデジタル放送でアンテナ端子が分かれているとき
別途、混合器とアンテナ線をもう２本を用意して、下図のように接続してください。

分解禁止

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。

以下のような場所には設置しない。
• 直射日光が当たったり高温になったりす
る場所
• 熱器具の近くなどで高温になる場所
• 風通しの悪い場所
• 水や湯気などがかかる場所
• ほこりや、湿気、油煙の多い場所
• 可燃性、爆発性、引火性のガスがある場所
• 粉じんが発生する場所
• 振動や衝撃のある場所
• 傾斜しているなどで不安定な場所
• 船舶や自動車などの乗り物の中
• 小さなお子様の手が届く場所
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。

ぬれ手
禁止

製品保証書

保証規定

2.保証期間内でも製品を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。

3.本製品の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。

4.修理受付後、弊社において障害が再現できない場合は、修理・交換をいたしかねる場合があります。
5.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。

6.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。

7.修理や交換の際、当社の品質基準に適合した再利用品や部品を使用する場合があります。

1.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（電子マ
ニュアル含む）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での修理・交換となります
のでご注意ください。
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）お取扱いの不備、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）付属品を取り替えた場合
h）製品本体を除く付属品の故障および損傷

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、製品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・交換を行います。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・交換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。

•保証期間内において、取扱説明書（電子マニュアル含む）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及び交換をいたします。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。

•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。

•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。

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

製品名／
製品番号

お買い上げ日

保証期間 （お買い上げ日より）本体：1年間

PIX-BR310L-DV
ワイヤレス テレビチューナー

年　　　月　　　日

製造番号 本体記載の製造番号をご記入ください。

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

取扱販売店名・住所・電話番号

DVD-ROM DVD-R(DL)
DVD+R(DL)

種別：

湿度：10～80%RH（結露なきこと）

DVD-RW
DVD+RW

本書について
•本書では「DVD再生対応 ワイヤレス テレビチュー
ナー」を「本製品」または「本体」と表記しています。
•本書では「ワイヤレスTV（StationTV）」および「ワイヤ
レスＤＶＤ」を「アプリ」と表記しています。
•本書では地上デジタル放送、BSデジタル放送、110
度CSデジタル放送を総称して「デジタル放送」と表記
しています。
•本書で使用している画像は、実際とは異なる場合が
あります。
•本書の内容の一部、およびすべてを無断で転載する
ことは禁じられています。
•本書では®および™などの商標マークを一部省略し
ています。
•本書に記載されていない操作方法については、アプ
リのヘルプを参照してください。

本製品について
•本製品は日本国内での使用を前提に設計されています。
電波障害など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。
•本製品は一般家庭用に設計・製造されています。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は意図されていま
せん。
•受信したコンテンツに対して制作者の著作権を侵害
するような行為を行うと、著作権法に基づき罰せられ
ることがあります。
•動作確認済みハードディスク以外での録画は保証い
たしかねます。
•本製品、お使いの機器、ハードディスクの故障などによ
り、録画および録画予約が実行できなかった場合や、
録画番組が消失した場合の補償はいたしかねます。ま
た、これらの機器を修理した場合、録画番組が再生で
きない場合があります。あらかじめご了承ください。
•インターネットにかかるプロバイダ料金や通信費は本
製品に含まれておりません。
•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。
•本製品はクラス1レーザー製品です。レーザー光が目
に入ると危険なため、分解や改造はしないでください。

再生できるディスク
•本製品は12cmディスクの再生にのみ対応しています。
•リージョンコードが「ALL」または「2」のDVDが再生で
きます。

ディスクの取り扱い
ディスクを使用する前にディスクに汚れやほこりが
付いていないことを確認してから使用してください。
•光沢のある面（信号面）に触れたり傷をつけないでく
ださい。
•ディスクを持つときは両端か穴と端をもってください。
•ひびが入っていたり、大きく反ったディスクは使用しな
いでください。
•円型以外の特殊な形や、規格外のディスクを使用しな
いでください。故障の原因になります。
•ディスクにほこりや指紋がついているときは、柔らか
い布で内周から外周へ放射線状に拭いてください。
円周に沿っては拭かないでください。
•レコードスプレーや静電気防止剤を使用しないでくだ
さい。

B-CASカードの取り扱い
•B-CAS カードは必要のないかぎり本体から抜かない
でください。B-CAS カードを本製品から取り出す必
要があるときは、本製品の電源ケーブルをコンセント
から抜いた後に取り出してください。また、取り付ける
ときは、B-CAS カードをさしてからコンセントにつな
いでください。
•B-CASカードを紛失・破損などした場合は、B-CAS 
カードのカスタマーセンターにお問い合わせください。

商標
•StationTVは日本国における株式会社ピクセラの登
録商標です。
•Wi-Fi はWi-Fi Alliance の登録商標です。
•iPhone、iPadはApple Inc.の商標です。
•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。
•その他、記載されている各種名称、会社名、商品名な
どは各社の商標または登録商標です。

※電波が減衰して正常に受信できない場合があります。

※アンテナを分配している場合、電波が減衰することがあります。


