
 使い方ガイド
StationTV Link を使うと、ホームネットワーク上の機器に保存されて
いるコンテンツを再生することができます。
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ネットワーク上のテレビ番組を見る 

放送中のテレビ番組を見る 

写真を見る 

音楽を聴く

設
定

ビデオを見る

設定する／情報を見る

確認したい項目をクリック（タップ）すると、そのページへジャンプします

チャーム ※ チャームは、マウスカーソルを画面右下にあてると表示されます。
タッチ操作の場合は、画面右端からスワイプしてください。

 



ネットワーク上のテレビ番組を見る 

ええ視聴設定

チャームの［設定］で［視聴設定］を選ぶと字幕や音声の設定ができます。

更新

ホーム 一覧画面

再生メニュー

10 秒戻し 15 秒送り一時停止

再生速度変更
消音

再生画面

 ※ 画面下部の操作ボタンは、右クリックすると表示されます。
タッチ操作の場合は画面下端からスワイプしてください。

 ※ 一度再生した番組は、前回の再生位置から開始されます 
（つづき再生）。つづき再生の位置は最大 200 番組まで記
録されます。

再生位置移動
（コンテンツによっては表示されません）

並べ替え

ええセマンティックズーム

一覧画面で、キーボードの［Ctrl］キー
を押しながらマウスホイールを回す（ま
たは［＋］［－］キーを押す）と、月別／ジャ
ンル別の表示になります。タッチ操作の
場合は、ピンチイン／アウトで切り換え
られます。

 ※ タイトル順に並べ替えているときはでき
ません。

番組詳細先頭へ戻る

 ※ 番組のジャンルで色分けされます。

表示絞り込み 表示切換



しばらくすると映像だけになります。

放送中のテレビ番組を見る 

ええ視聴設定

チャームの［設定］で［視聴設定］を選ぶと、字幕や
音声の設定ができます。

ホーム 視聴画面

一覧画面

 ※ 画面下部の操作ボタンは、右クリックする
と表示されます。タッチ操作の場合は画面
下端からスワイプしてください。

時間経過

表示絞り込み

番組名 開始時刻 終了時刻

更新並べ替え

番組詳細 消音

 ※ 番組のジャンルで色分けされます。



写真を見る 

表示時間の設定

並べ替え

画像の回転 スライドショー停止

対応ファイルについて

更新

ホーム 一覧画面

スライドショー

再生画面

スライドショー開始

 ※ 画面下部の操作ボタンは、右クリックすると
表示されます。タッチ操作の場合は画面下端
からスワイプしてください。

ええセマンティックズーム

一覧画面で、キーボードの［Ctrl］キー
を押しながらマウスホイールを回す

（または［＋］［－］キーを押す）と、
年月だけの表示になります。タッチ操
作の場合は、ピンチイン／アウトで切
り換えられます。

表示絞り込み 表示切換



音楽を聴く
アーティスト一覧ホーム

再生／一時停止

選曲

更新

アルバム画面

消音

ええセマンティックズーム

一覧画面で、キーボードの［Ctrl］キー
を押しながらマウスホイールを回す

（または［＋］［－］キーを押す）と、
アーティスト名だけの表示になりま
す。タッチ操作の場合は、ピンチイン
／アウトで切り換えられます。

 ※ 画面下部の操作ボタンは、右クリックすると表示されます。
タッチ操作の場合は画面下端からスワイプしてください。

対応ファイルについて

曲スキップ
（再生中のみ）



ビデオを見る

更新

ホーム 一覧画面

再生メニュー

再生位置移動 
（コンテンツによっては表示されません）

10 秒戻し 15 秒送り

一時停止

再生速度変更 消音

再生画面

 ※ サーバーによってはコンテンツが再変換されて、
画質や解像度が落ちる場合があります。

 ※ 画面下部の操作ボタンは、右クリックすると表示
されます。タッチ操作の場合は画面下端からスワ
イプしてください。

対応ファイルについて

表示絞り込み



ええStationTV Link の設定項目について

接続設定 接続するサーバーを選びます。最大 10 台まで
選択できます。

視聴設定 テレビ番組視聴・再生時の字幕と音声の設定を行い
ます。

アプリ設定 つづき再生の情報を消去したり、特定のコンテンツ
を非表示にしたりします。

情報 StationTV Link の情報を表示します。

ヘルプ ヘルプ（本ドキュメント）を表示します。

プライバシー 
ポリシー 個人情報の取り扱いについてのご案内です。

アクセス許可 アクセスを許可する対象の情報を表示します。

設定する／情報を見る

• コンテンツをさがす

• 接続サーバーを選ぶ  

• 特定のコンテンツを非表示にする  

• 対応ファイルについて

• ショートカットキー



コンテンツをさがす

検索 検索結果一覧

キーワードを入力する。

ネットワーク上のコンテンツをキーワードで検索します。

チャーム



接続サーバーを選ぶ  

チャーム 設定項目 接続設定

接続するサーバーにチェックを
入れて、［適用］を押す。

接続するサーバーを選びます。初期設定では自動的に 10 台までのサーバーが選択されています。



特定のコンテンツを非表示にする  

アプリ設定

非表示にするコンテンツを［オフ］
にする。

放送中のテレビ番組やローカルに保存されているコンテンツを非表示にします。

ライブテレビの表示
［オフ］にすると、放送中のテレビ番組が表示されなくなり、メニュー
の選択項目からも除外されます。

ローカルフォルダのコンテンツの表示
［オフ］にすると、写真、音楽、ビデオで、使用中のパソコンに保存
されているコンテンツが表示されなくなります。また、アプリの処
理速度が向上する場合があります。

チャーム 設定項目



対応ファイルについて
StationTV Link では、以下の種類のファイルを再生できます。

メディア ファイルフォーマット 制限

テレビ番組
（録画されたもの）

MPEG2-TS
MPEG2-TS(H.264/AVC) DTCP-IP で著作権保護がされていること

写真 JPEG 4096 × 4096 ピクセルまで

音楽

WAV 8bit または 16bit であること

WMA ビットレートが 193Kbps 以上の場合、ファイルによっては再生できないことがあります
マルチチャンネルの場合は 7.1ch まで再生できます

MP3 サンプリングレートが 32kHz、44.1kHz、48kHz のいずれかであること
ビットレートが 32 ～ 320Kbps の範囲内であること

MP4/AAC 特になし

ビデオ

MPEG-2

記録方式によって制限内容が異なります。記録方式については録画機器の取扱説明書を参照してください

【MPEG-2 PS】
映像が 720 × 480 ピクセル以下、ビットレート 9.8Mbps 以下であること
音声が LPCM、AC3、MPEG-1 L2、MPEG-2 L2 のいずれかであること

【MPEG-2 TS】
音声が MPEG-2 AAC であること

AVCHD 映像が H.264 で音声が AC3 であること

WMV バージョン 9（WMV V9）であること

※ StationTV Link で再生されるコンテンツの音声はすべて PCM に変換されます。



ショートカットキー
キーボードで操作する場合は、以下のショートカットキーを利用できます。

画面 操作 キー

すべて

選択項目の移動 Tab 
カーソル　↑↓←→

選択項目の実行 Enter

前の画面に戻る Back Space

再生画面

一時停止／再開 スペース／ K

10 秒戻し J ／カーソル ←

15 秒送り L ／カーソル →

再生速度切換 M

操作画面を隠す Esc

 ※ 設定画面と画面下部
の操作ボタンを除く

 ※ 写真と音楽の再生は
一時停止／再開のみ
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