
安全のために
ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製
品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人
身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ず
お守りください。

安全のための注意事項を守る
この「安全のために」をよくお読みください。

定期的に点検する
1年に 1度は、破損していないか、電池が液漏れしていないか、など
を点検してください。

故障したら使わない
動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、すぐにお買
い上げ店またはソニーの相談窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら
変な音・においがしたり、煙が出たら、お買い上げ店またはソニーの
相談窓口に修理をご依頼ください。

警告表示の意味
本書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解し
てから本文をお読みください。

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破
裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じま
す。

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電など
により死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の
事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えた
りすることがあります。

注意を促す記号 行為を禁止する記号

下記の注意事項を守らないと、 
火災・感電により大けがの 
原因となります。

幼児やペットなどに誤って触らせな
い
幼児やペットが誤って操作すると、火災
や大けがなどの原因となります。
使用後は、幼児やペットが誤って触らな
いよう、手の届かないところに置いてく
ださい。

下記の注意事項を守らないと、 
けがをしたり周辺の家財に損害を与え
たりすることがあります。

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原因となる
ことがあります。
万一、水や異物が入ったときは、リモコン
から電池を抜いて、お買い上げ店またはソ
ニーの相談窓口にご相談ください。

内部を開けない
感電の原因となることがあります。
内部の点検や修理は、お買い上げ店また
はソニーの相談窓口にご相談ください。

安定した場所に置く
ぐらついた台の上や傾いたところなどに
置くと、製品が落ちてけがの原因となる
ことがあります。また、置き場所の強度
も充分に確認してください。

高温の場所や、湿気の多い場所で使用・保管・
放置しない
火のそばや直射日光のあたるところ・暖房器具の近く
や炎天下の車中などに置くと、変形したり、火災の原
因となることがあります。

電池についての 
安全上のご注意
液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による 

大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお
守りください。

本機では以下の電池をお使いいただけます。電池の種類について
は、電池本体上の表示をご確認ください。

乾電池
単 3形アルカリ、単 3形マンガン

電池が液漏れしたとき
電池の液が漏れたときは、素手で液をさわらない
液が本体内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口にご相談く
ださい。
液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこす
らず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の
治療を受けてください。
液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、
すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるとき
には医師に相談してください。

 小さい電池は飲みこむ恐れがあるので、乳幼児やペットの手の届く
ところに置かない。万が一飲みこんだ場合は、窒息や胃などへの障
害の原因になるので、直ちに医師に相談する。

 機器の表示に合わせて＋と－を正しく入れる。
 充電しない。
 火の中に入れない。分解、加熱しない。ショートさせない。
 コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しない。
 液漏れした電池は使わない。
 使いきった電池は取りはずす。長時間使用しないときも取りはずす。
 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。

 指定された種類以外の電池は使用しない。
 廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。
 もし電池の液が漏れたときは、リモコンの電池入れの液をよく拭き
取ってから、新しい電池を入れてください。 
万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

各部のなまえ























 

















	 SETボタン
設定を始めるためのボタンで
す。

	SETランプ
設定中に点灯または点滅しま
す。

	TV電源ボタン
	電源ボタン
	TV入力切換ボタン
	音声切換ボタン
	オフタイマーボタン
	操作切換ボタン
各機器の切り換えや設定中、
操作中に点灯します。

	放送切換ボタン

	数字ボタン
	10キーボタン
	音量ボタン「大 /小」
	チャンネルボタン「＋ /－」
	前選局ボタン
	消音ボタン
	d（連動データ）ボタン
	カラーボタン
	番組表ボタン
	画面表示ボタン
	戻るボタン
	カ－ソル /決定ボタン
	ホーム /メニューボタン
	オプションボタン
	操作ボタン

凸点（突起）について
数字ボタン「5」、音声切換ボタン、再生ボタン、チャンネル
ボタン「＋」には凸点（突起）が付いています。操作の目印
としてお使いください。

ご注意
操作する機器によって、ボタンの機能が異なります。本機の
それぞれの機器に対するボタンの機能については、「ボタン機
能一覧」をご覧ください。

電池を入れる
下図に従って本機の電池ぶたをスライドして開き、単 3形乾
電池 2本（付属）を入れます。
（充電式電池は使用できません）

電池の交換時期について
電池の寿命は約 1年です。
電池が消耗すると、本機で正常に操作できなくなったり、操
作できる距離が短くなったりします。
新しい単 3形電池に 2本とも交換してください。

電池ぶたがはずれた場合
電池ぶたははずれにくい構造になっていますが、はずれてし
まった場合にはイラストのように電池ぶたと本体の上下位置
を合わせて、パチンと音がするまではめ込んでください。ま
たその場合、電池ぶたの上下を間違えないように△マークが
下にくるように合わせてください。

リモートコマンダー

お買い上げいただきありがとうございます。
電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火
災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取
り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製
品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られ
るところに必ず保管してください。

取扱説明書

RM-PZ210D

ボタン機能一覧

デジタルテレビ（地上デジタル・
BSデジタル・110度 CSデジタ
ルチューナー内蔵テレビ）
ソニー

本機のボタン表示 対応する機能
TV電源 電源
電源 電源
TV入力切換 入力切換
音声切換 音声切換
オフタイマー オフタイマー
	地上アナログ /地上デジタル /BS/CS 地上アナログ /地上デジタル /BS/CS
1~10 1~10
11 11/枝番
12 12/選局
10キー 10キー
音量大 /小 音量＋ /－
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
前選局 ジャンプ
消音 消音
d（連動データ） d（連動データ）
青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
番組表 番組表
画面表示 画面表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー ホーム /メニュー
オプション オプション /ツール
 早戻し
 再生
 早送り
 録画
 停止
 一時停止
 前
 次
 フラッシュ戻し
 フラッシュ送り

パナソニック（松下電器）
本機のボタン表示 対応する機能

TV電源 電源
電源 電源
TV入力切換 入力切換
音声切換 音声切換

オフタイマー オフタイマー
らくらくアイコン

	地上アナログ /地上デジタル /BS/CS 地上アナログ /地上デジタル /BS/CS
1~10（/0） 1~10
11 11/*
12 12/#
10キー チャンネル番号入力
音量大 /小 音量＋ /－
チャンネル＋ /－ チャンネル∧ /∨
前選局 前選局
消音 消音
d（連動データ） d（データ）
青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
番組表 番組表
画面表示 画面表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定

ホーム /メニュー メニュー
V

オプション S（サブメニュー）
 サーチ /スロー
 再生、1.3倍速
 サーチ /スロー
 録画
 停止
 一時停止
 30秒スキップ

東芝
本機のボタン表示 対応する機能

TV電源 電源
電源 電源
TV入力切換 入力切換
音声切換 音声切換
オフタイマー オフタイマー
	地上アナログ /地上デジタル /BS/CS 地上アナログ /地上デジタル /BS/CS
1~12 1~12

10キー
CH番号入力
サーチ
BS…

音量大 /小 音量＋ /－
チャンネル＋ /－ チャンネル∧ /∨
消音 消音
d（連動データ） d
青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
番組表 番組表
画面表示 表示
戻る 戻る
  /   / 
  /   / 
決定 決定
ホーム /メニュー ホームメニュー
オプション クイック
 早戻し
 再生、ちょっとタイム再生（一時停止）
 早送り、早見早聞
 録画
 停止
 一時停止
 前
 次
 ≪
 ≫

日立
本機のボタン表示 対応する機能

TV電源 電源
電源 電源
TV入力切換 入力切換
音声切換 音声切換
オフタイマー オフタイマー
	地上アナログ /地上デジタル /BS/CS 地上アナログ /地上デジタル /BS/CS
1~10（/0） 1~10
11 11/*
12 12/#
10キー チャンネル番号入力
音量大 /小 音量＋ /－
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
消音 消音
d（連動データ） d（データ）
青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
番組表 番組表
画面表示 画面表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー メニュー（字幕）
オプション べんり（Gコード）
 サーチ－ /スロー－
 再生
 サーチ＋ /スロー＋
 録画
 停止
 一時停止

 スキップ－／ 
コマ送り－

 スキップ＋／ 
コマ送り＋


10秒バック
HDD/iＶＤＲ
録画モード /残量

 30秒スキップ
番組検索

三菱
本機のボタン表示 対応する機能

TV電源 電源
電源 電源
TV入力切換 入力切換
音声切換 音声切換
オフタイマー オフタイマー
	地上アナログ /地上デジタル /BS/CS 地上アナログ /地上デジタル /BS/CS
1~10（/0） 1~10
11 11/*
12 12/#
10キー 番号入力
音量大 /小 音量∧ /∨
チャンネル＋ /－ チャンネル∧ /∨
前選局 前選局
消音 消音
d（連動データ） d（データ）
青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄

番組表 番組表 
予約する /番組表

画面表示 画面表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー メニュー
オプション サブメニュー
 早戻し
 再生
 早送り
 一発録画
 停止
 一時停止 /静止画
 前
 次
 チョット戻し
 30秒スキップ

ビクター（JVC）
本機のボタン表示 対応する機能

TV電源 電源
電源 電源
TV入力切換 入力切換
音声切換 音声切換
オフタイマー オフタイマー
	地上アナログ /地上デジタル /BS/CS 地上アナログ /地上デジタル /BS/CS
1~11 1~11
12 12/選局
10キー 番号入力
音量大 /小 音量＋ /－
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
消音 消音
d（連動データ） d（データ放送）
青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
番組表 週間番組表
画面表示 画面表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー テレビメニュー

サンヨー
本機のボタン表示 対応する機能

TV電源 電源
電源 電源
TV入力切換 入力切換
音声切換 音声切換
オフタイマー オフタイマー
	地上アナログ /地上デジタル /BS/CS 地上アナログ /地上デジタル /BS/CS
1~12 1~12
10キー チャンネル番号入力
音量大 /小 音量＋ /－
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
消音 消音
d（連動データ） d（連動データ）
青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
番組表 番組表
画面表示 画面表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー メニュー

シャープ
本機のボタン表示 対応する機能

TV電源 電源
電源 電源
TV入力切換 入力切換
音声切換 音声切換
オフタイマー オフタイマー
	地上アナログ /地上デジタル /BS/CS 地上アナログ /地上デジタル /BS/CS
1~12 1~12
10キー 3桁入力
音量大 /小 音量大 /小
チャンネル＋ /－ 選局∧ /∨
消音 消音
d（連動データ） d（連動データ）
青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
番組表 番組表
画面表示 画面表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー メニュー
オプション 視聴メニュー /ディスク
 早戻し
 再生
 早送り
 録画
 停止
 一時停止
 前
 次
 10秒戻し
 30秒送り

パイオニア
本機のボタン表示 対応する機能

TV電源 電源
電源 電源
TV入力切換 入力切換
音声切換 音声切換
オフタイマー オフタイマー
	地上アナログ /地上デジタル /BS/CS 地上アナログ /地上デジタル /BS/CS
1~12 1~12
10キー 数字選局
音量大 /小 音量＋ /－
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
消音 消音
d（連動データ） d（データ）
青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
番組表 番組表
画面表示 画面表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定

ホーム /メニュー ホームメニュー
メニュー
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メーカー設定をする
お買い上げ時には、ソニー製のテレビ、スカパー !チューナー、
ブルーレイディスクレコーダーが操作できるよう、設定され
ています。上記の機器をお使いの場合は「操作をする」に進
んでください。
その他の種類の機器や、他社製の機器、またはソニー製の機
器であっても一部の操作ができなかった場合は、メーカー設
定をしてください。

SETボタン SETランプ
操作切換ボタン 
「TV/チューナー /BD」

画面表示ボタン

数字ボタン

例：操作切換ボタン「TV」にパナソニック（松下電器）のデ
ジタルチューナー内蔵テレビを設定するには

1 「メーカー番号一覧表」を参照し、操作する機器のメーカー
番号（例：パナソニックのテレビの番号（8202））を探す。

2 SETボタンを押したまま操作切換ボ
タン「TV」を押す。

SETランプと操作切換ボタン「TV」
が点灯します。点灯後に指を離すと、SETランプと操作
切換ボタン「TV」が点灯したままになります。

3 4桁のメーカー番号を押す。

「0」を入力する場合は数字ボタン「10」を押します。
「ピー」という音が鳴り、SETランプと操作切換ボタン「TV」
が消灯し設定が完了します。

お使いの機器が「メーカー番号一覧表」
にない場合は
「メーカー番号一覧表」にないメーカーや機器については、リ
モコン信号を送信して機器の状態がオンからオフに変わるの
を確認しながら設定することができます。

設定をはじめる前に
正しく設定できるように、はじめに設定する機器本体の電源
をオンにしてください。

SETボタン

SETランプ

操作切換ボタン 
「TV/チューナー /BD」

電源ボタン

チャンネルボタン 
「＋/－」

決定ボタン

例：操作切換ボタン「TV」に設定するには
1 SETボタンを押したまま操作切換ボ
タン「TV」を押す。

SETランプと操作切換ボタン「TV」
が点灯します。点灯後に指を離すと、SETランプと操作
切換ボタン「TV」が点灯したままになります。

2 お持ちの機器がオフになるまで、チャ
ンネルボタン「＋ /－」と電源ボタ
ンを交互に押す。

チャンネルボタン「＋」を押すたび
にメーカー番号が進み、チャンネル
ボタン「－」を押すたびにメーカー番号が戻ります。電
源ボタンを押すことで、現在のメーカー番号のリモコン
信号が送信されます。メーカー番号が進む /戻るなどし
て「0001」・「1001」・「2001」・「3001」・「4001」・「5001」・
「7001」・「8001」になると、SETランプと選択された機
器の操作切換ボタンが 2回点滅します。

3 決定ボタンを押す。

設定が終了します。

ご注意
 操作切換ボタン「TV」に設定できる機器は、デジタルテレ
ビ（地上デジタル・BSデジタル・110度 CSデジタルチュー
ナー内蔵テレビ）、アナログテレビ（地上アナログ・アナロ
グ BSチューナー内蔵テレビ）、ビデオ一体型テレビ（地上
アナログ・アナログ BSチューナー内蔵）のみです。

 「メーカー番号一覧表」にない番号を押したり、間違った順
番で番号を押したりすると、操作切換ボタンが 5回点滅し、
「ピピピピピッ」という音が鳴り、消灯します。メーカー番
号を確かめてから、もう一度設定をやり直してください。

 設定の途中で 30秒以上ボタンの入力がないと、入力待ち状
態が解除されます。メーカー番号の設定を続けるには、も
う一度はじめからやり直してください。

 途中で間違った数字ボタンを入力してしまった場合は、SET
ボタンを押すと、設定を中断できます。もう一度はじめか
らやり直してください。

 SETランプが 3回点滅して、「ピーピーピー」という音がし
たときは、電池が消耗しています。新しい電池に交換して
ください。

操作をする

機器を操作する
操作切換ボタンを押して、操作したい機器が切り換えられま
す。

操作切換ボタン 
「TV/チューナー / 
BD」

例 : テレビを操作するには

1 操作切換ボタン「TV」を押す。

操作切換ボタンが点灯します。指を離すと消灯
します。

2 操作したいボタンを押す。

それぞれの機器の操作ボタンの機能については、『ボタン
機能一覧』をご覧ください。

テレビの入力を切り換える
TV入力切換ボタンを押すたびにテレビの入力が切り換わりま
すが、TV入力切換ボタンを押したまま以下の数字ボタンを押
し、直接切り換えることもできます。

TV入力切換ボタン

数字ボタン

例 : ソニー製
BSデジタル・110度 CSデジタル・地上デジタルチューナー
内蔵テレビ

数字ボタン 入力

1 ビデオ 1（LINE-1）
2 ビデオ 2（LINE-2）
3 ビデオ 3（LINE-3）
4 ビデオ 4（LINE-4）
5 コンポーネント入力切換
6 AVマルチ入力切換
7 コンポーネント 1
8 コンポーネント 2
9 コンポーネント 3

10 テレビ
11 HDMI1
12 HDMI2

ボタンタッチ音を消す
本機はボタンを押すとボタンタッチ音が鳴るように設定され
ていますが、この音を消すこともできます。ただし、設定中
の確定音、エラー音を消すことはできません。

音量ボタン「大/小」

決定ボタン

1 決定ボタンを押したまま音量ボタ
ン「小」を押す。

ボタンタッチ音が鳴るようにするには
決定ボタンを押したまま音量ボタン「大」を押す。
「ピッ」という音が鳴ります。

ご注意
SETランプが 3回点滅して、「ピーピーピー」という音がした
ときは、電池が消耗しています。新しい電池に交換してくだ
さい。

故障かな？と思ったら
本機が正しく動作しないときは、まず電池を確認してから、
下記の項目をチェックしてください。それでも正しく動作し
ないときは、お買い上げ店、またはソニーサービス窓口、修
理相談窓口にお問い合わせください。
症状 原因 /処置

本機で操作できない  本機からのリモコン信号が機器に届いていない。
 11ｍ以内で使用し、障害物を取り除いてくださ
い。

 機器本体の電源が入っていない。
 機器本体の電源を入れてください。

 正しく操作切り換えされていない。
 正しい操作切り換えボタンを押してください。

 お使いの機器が赤外線方式のリモコン対応になって
いない。
 操作する機器にリモコンが付属されていない場
合は、本機では操作できないことがあります。

 操作切り換えボタンが別の機器の設定になってい
る。
 そのボタンに設定した機器のメーカー設定や
メーカー番号などを確認し、設定し直してくだ
さい。

メーカー設定をしたのに
操作できない

 正しくメーカー設定されていない。
 メーカー設定をやり直してください。 
同じメーカーでメーカー番号が複数ある場合は、
他の番号を試してください。

 「お使いの機器が「メーカー番号一覧表」にない
場合は」を再度行ってください。

ボタンを押しても、操作
切換ボタンがすぐ消えて
信号が送信されない

 電池が消耗している。
 新しい電池に交換してください。

設定中に操作切換ボタン
が 5回点滅する

正しくメーカー番号の設定ができていない。
 メーカー設定をやり直してください。 
詳しくは「メーカー設定をする」をご覧ください。 
同じメーカーでメーカー番号が複数ある場合は、
他の番号を試してください。

ボタンを押してもボタン
タッチ音が出ない

ボタンタッチ音がオフになっている。
 ボタンタッチ音をオンにしてください。 
詳しくは「ボタンタッチ音を消す」をご覧くだ
さい。

メーカー番号設定中に操
作切換ボタンが 2回点滅
する

メーカー番号設定中に無効なボタンが押された。
 番号設定に有効なボタンを押して設定を続けて
ください。または SETボタンを押し、操作を中
止し、はじめから設定し直してください。

ボタンを押しても SETラ
ンプや操作切換ボタンが
一瞬点滅し、操作ができ
ない

乾電池端子が接触不良になっている。
 乾電池の＋ /－端子が汚れているため接触不良
となっています。乾電池を何度か入れ直してく
ださい。

SETランプが 3回点滅し
て、「ピーピーピー」と
いう音が鳴る

電池が消耗している。
 新しい電池に交換してください。

使用上のご注意
 落としたり、衝撃を与え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。

 暖房器具のそばや直射日光のあたる場所、湿気やほこりの
多い場所には置かないでください。

 操作する機器のリモコン信号受光部に、直射日光や強い照
明があたらないようにしてください。本機で操作ができな
い場合があります。

お手入れのしかた
本機の表面は、中性洗剤溶液を少し含ませた柔らかい布など
で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは、
表面を傷めますので、使わないでください。

主な仕様
動作距離
約 11 m（正面距離）

電源
DC 3 V、単 3形乾電池 2本 
（充電式電池は使用できません）

電池持続時間
約 1年 
（1日に 300回、本機のボタンを押した場合）
－ 使用頻度で変わります。

最大外形寸法
約 52× 210× 27 mm（幅×高さ×奥行き）

質量
約 167 g（電池含む）

付属品
 単 3形乾電池（2）
 取扱説明書（1）
 保証書（1）

 使用機器のメーカー・機種によっては距離が変わる場合がありま
す。
 付属のマンガン電池はお試し用です。

本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することが
ありますがご了承ください。

保証書とアフターサービス

保証書
 この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げ
の際お買い上げ店でお受け取りください。

 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に
保存してください。

 保証期間は、お買い上げ日より 1年間です。

アフターサービス
調子が悪いときはこの取扱説明書をもう一度ご覧になってお
調べください。

それでも具合の悪いときは
ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、お近くのソニーサー
ビス窓口にご相談ください。
ご相談になるときは、次のことをお知らせください。
 型名：RM-PZ210D
 ご相談内容： できるだけ詳しく 

（本機で操作できない機器の「メーカー名」、「型
番」など）

 お買い上げ年月日：

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳し
くは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修
理させていただきます。

部品の保有期間について
当社ではリモートコマンダーの補修用性能部品（製品の機能
を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後 6年間保
有しています。

「999」+「＃」

メーカー番号一覧表
映像機器：テレビ
デジタルテレビ 
（地上デジタル・BSデジタル・110度 CSデジタルチューナー
内蔵テレビ）
メーカー メーカー番号

ソニー 8201, 8220, 8221
パナソニック 
（松下電器）

8202, 8222

東芝 8203, 8204, 8205, 8223, 8224
日立 8206, 8228
三菱 8207, 8208, 8225
ビクター（JVC） 8209, 8210, 8226
サンヨー 8211, 8229
シャープ 8212, 8213, 8214, 8215, 8216, 8217, 8227
パイオニア 8218, 8219, 8230

アナログテレビ 
（地上アナログ・アナログ BSチューナー内蔵テレビ）
メーカー メーカー番号

ソニー 8001, 8002, 8003, 8004, 8005
パナソニック /ナショ
ナル（松下電器）

8006, 8007, 8008, 8009

東芝 8010, 8011, 8012
日立 8013, 8014, 8043
三菱 8015, 8016, 8017
ビクター（JVC） 8018, 8019, 8020
サンヨー 8021, 8022, 8023, 8024
アイワ  8025
シャープ 8026, 8027
フナイ /PRECIOUS 8028, 8029, 8030
NEC 8031, 8032, 8010
富士通 8033, 8034
パイオニア 8035
フィリップス 8036
その他 8037, 8038, 8039, 8040, 8041, 8042, 8043, 

8044, 8045

	アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーの
メーカー番号を入れてください。

ビデオ一体型テレビ 
（地上アナログ・アナログ BSチューナー内蔵テレビ）
メーカー メーカー番号

ソニー 8101, 8102, 8103, 8104
パナソニック /ナショ
ナル（松下電器）

8105, 8106, 8107

東芝 8108, 8109, 8110
日立 8111, 8112
三菱 8113
ビクター（JVC） 8114
サンヨー 8115, 8116
アイワ  8117, 8118, 8119
シャープ 8120
フナイ /PRECIOUS 8121, 8122, 8123
その他 8124, 8125, 8126, 8127

	アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーの
メーカー番号を入れてください。

映像機器：レコーダー、プレーヤー、 
ビデオ
ブルーレイディスクレコーダー
メーカー メーカー番号

ソニー 0603（リモコンモード BD3）
0602（リモコンモード BD2）
0601（リモコンモード BD1）

パナソニック 
（松下電器）

0609（リモコンモード 1）
0610（リモコンモード 2）
0611（リモコンモード 3）

0604（リモコンモード 1）
0605（リモコンモード 2）
0606（リモコンモード 3）

三菱 0426（リモコンモード 1）
0427（リモコンモード 2）

シャープ 0607（リモコン番号 RC1）
0608（リモコン番号 RC2）

パイオニア 0432（リモコンモード レコーダー 3）
0431（リモコンモード レコーダー 2）
0430（リモコンモード レコーダー 1）

DVDレコーダー
メーカー メーカー番号

ソニー 0403（リモコンモード 3）
0402（リモコンモード 2）
0401（リモコンモード 1）

0404（PSX リモコンモード 1）
0405（PSX リモコンモード 2）
0406（PSX リモコンモード 3）

パナソニック 
（松下電器）

0407（リモコンモード 1）
0408（リモコンモード 2）
0409（リモコンモード 3）

0410（リモコンモード 1）
0411（リモコンモード 2）
0412（リモコンモード 3）

東芝 0413（リモコンモード DR1）
0414（リモコンモード DR2）
0415（リモコンモード DR3）

0416（リモコンモード DR1）
0417（リモコンモード DR2）
0418（リモコンモード DR3）

日立 0419（リモコンモード R-1）
0420（リモコンモード R-2）
0421（リモコンモード R-3）

0422
三菱 0426（リモコンモード リモコン 1）

0427（リモコンモード リモコン 2）
ビクター (JVC) 0428
シャープ 0423（リモコン番号 RC1）

0424（リモコン番号 RC2）
0425（リモコン番号 RC3）

パイオニア 0430（リモコンモード レコーダー 1）
0431（リモコンモード レコーダー 2）
0432（リモコンモード レコーダー 3）

ブルーレイディスクプレーヤー
メーカー メーカー番号

ソニー 0501（リモコンコード 1）
0502（リモコンコード 2）
0503（リモコンコード 3）

パナソニック 0504

シャープ 0505
パイオニア 0506
BLUEDOT 0507
YUE 0507

DVDプレーヤー
メーカー メーカー番号

ソニー 0001（リモコンコード 1）
0016（リモコンコード 2）
0018（リモコンコード 3）

0017, 0022（プレイステーション 2）
パナソニック
（松下電器）

0002, 0005, 0020, 0021

東芝 0003
日立 0007
三菱 0019
ビクター（JVC） 0006
アイワ  0010
シャープ 0008
フナイ /PRECIOUS 0014
パイオニア 0004, 0013, 0015
デノン（DENON） 0002, 0005, 0012
ヤマハ 0005
オンキヨー 0011
サムスン
（SAMSUNG）

0009

DXアンテナ 0014
シルバニア
（SYLVANIA）

0014

	アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーの
メーカー番号を入れてください。

ビデオデッキ
メーカー メーカー番号

ソニー 1003, 1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007
パナソニック /ナショ
ナル（松下電器）

1008, 1009, 1010, 1011, 1012

東芝 1013, 1014, 1015, 1016, 1017
日立 1018, 1019, 1020
三菱 1021, 1022, 1023, 1024
ビクター（JVC） 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031
サンヨー 1032, 1033, 1034, 1035
アイワ  1036, 1037, 1038, 1039
シャープ 1040, 1041, 1042, 1053
フナイ /PRECIOUS 1043
NEC 1044, 1045, 1046, 1047
富士通 1048
パイオニア 1049
フィリップス 1050
その他 1051, 1052, 1054

	アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーの
メーカー番号を入れてください。

映像機器：チューナー
スカパー ! チューナー
メーカー メーカー番号

ソニー 3001, 3020
パナソニック
（松下電器）

3004, 3005, 3006

東芝 3007
日立 3008, 3009
ビクター（JVC） 3010
アイワ  3011, 3012, 3013
シャープ 3014, 3015
NEC 3016
マスプロ電工 3017, 3007
ユニデン 3018
DXアンテナ 3007
八木アンテナ 3007
HUMAX 3019
スカパー ! 3021, 3022（HDDレコーダー内蔵）

	アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーの
メーカー番号を入れてください。

スカパー !HDチューナー
メーカー メーカー番号

HUMAX 3023
スカパー ! 3023

ケーブルテレビデジタルチューナー
メーカー メーカー番号

パナソニック
（松下電器）

3301, 3302

ケーブルテレビホームターミナル（アナログ）
メーカー メーカー番号

ソニー 3201
パナソニック 3202, 3203, 3204
東芝 3205
日立 3206
NEC 3207
富士通 3208
パイオニア 3209
マスプロ電工 3212
DXアンテナ 3216, 3209
住友電気 3209, 3210, 3211
サイエンティフィッ
ク・アトランタ

3212

愛知電子
（シンクレイヤ）

3213, 3214

Wintersat 3215

地上デジタル・BS デジタル・110度 CSデジタルチューナー
メーカー メーカー番号

ソニー 3101
パナソニック 3102
日立 3118
シャープ 3103
DXアンテナ 3111
八木アンテナ 3113, 3114, 3115
日本アンテナ 3113, 3114, 3115

地上デジタルチューナー
メーカー メーカー番号

日立リビングサプライ 3112
八木アンテナ 3113, 3114, 3115
マスプロ電工 3112, 3116, 3117
日本アンテナ 3113, 3114, 3115

BSデジタルチューナー
メーカー メーカー番号

ソニー 3104
パナソニック
（松下電器）

3105

東芝 3106
ビクター（JVC） 3107
シャープ 3108, 3109



アナログテレビ（地上アナログ・ア
ナログ BSチューナー内蔵テレビ）

本機のボタン表示 対応する機能
TV電源 電源オン /オフ
電源 電源オン /オフ
TV入力切換 入力切り換え
音声切換 二重音声放送の切り換え
オフタイマー スリープタイマー
地上アナログ テレビ画面への切り換え
BS アナログ BS放送への切り換え
1~9 1~9
10（/0） 10キー選択の場合は 0
11~12 11~12
音量大 /小 音量　大：＋ /小：－
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
前選局 ひとつ前の選局チャンネルに戻る
消音 消音
青 /赤 /黄 アナログ BS放送の選局 5/7/11
画面表示 テレビの画面表示切り換え
  /  /  /  カーソルを上 /下 /左 /右へ移動
決定 選択項目の実行
ホーム /メニュー メニュー表示
 コンポーネント入力 1を選択
 コンポーネント入力 2を選択
 コンポーネント入力 3を選択
 コンポーネント入力の切り換え
 AVマルチ入力を選択
 ビデオ入力 1を選択
 ビデオ入力 4を選択
 ビデオ入力 2を選択
 ビデオ入力 3を選択

ビデオ一体型テレビ（地上アナロ
グ・アナログ BSチューナー内蔵
テレビ）

本機のボタン表示 対応する機能
TV電源 電源オン /オフ
電源 電源オン /オフ
TV入力切換 入力切り換え
音声切換 二重音声放送の切り換え
オフタイマー スリープタイマー
地上アナログ テレビ画面への切り換え
BS アナログ BS放送への切り換え
1~9 1~9
10（/0） 10キー選択の場合は 0
11~12 11~12
音量大 /小 音量　大 /小
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
前選局 ひとつ前の選局チャンネルに戻る
消音 消音
青 /赤 /黄 アナログ BS放送の選局 5/7/11
画面表示 テレビの画面表示切り換え
  /  /  /  カーソルを上 /下 /左 /右へ移動
決定 選択項目の実行
ホーム /メニュー メニュー表示
 巻戻し
 再生
 早送り
 録画
 停止
 一時停止
 ビデオ入力 1を選択
 ビデオ入力 4を選択
 ビデオ入力 2を選択
 ビデオ入力 3を選択

ブルーレイディスクレコーダー
ソニー

本機のボタン表示 対応する機能
電源 電源
音声切換 音声切換
オフタイマー クリア
	地上アナログ /地上デジタル /BS/CS 地上アナログ /地上デジタル /BS/CS
1~10（/0） 1~10
11 11/枝番
12 12/選局 /確定
10キー 10キー
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
前選局 HDD/DISC
d（連動データ） d（連動データ）
青 青
赤 赤
緑 緑
黄 黄
番組表 番組表
画面表示 画面表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー ホーム
オプション オプション
 早戻し
 再生
 早送り
 録画
 停止
 ＋ / ＋  録画停止 /録画一時停止
 一時停止
 前
 次
 フラッシュ戻り
 フラッシュ送り

パナソニック（松下電器）
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
音声切換 音声
オフタイマー 消去
	地上アナログ /地上デジタル /BS/CS 地上アナログ /地上デジタル /BS/CS
1~10（/0） 1~10
11 11（#/取り消し）
12 12（*）
10キー チャンネル番号入力 /番号入力
チャンネル＋ /－ チャンネル∧ /∨
前選局 HDD/BD/SD切換
前選局 ＋ 1 HDD切換
前選局 ＋ 2 BD/SD切換
d（連動データ） d（データ）
赤 /緑 赤 /緑
青 青
黄 黄
番組表 番組表
画面表示 画面表示
戻る 戻る（リターン）
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー 機能選択 /操作一覧

オプション サブメニュー /プレイリスト（メ
ニュー） 

 早戻し
 再生（1.3倍速）
 早送り
 録画
 停止
 一時停止
 前
 次
 便利機能
 30秒スキップ

三菱
本機のボタン表示 対応する機能

電源 レコーダー電源
音声切換 音声
オフタイマー クリア /消去
地上アナログ アナログ /外部
地上デジタル 地上デジタル
BS BS/UHF/文字切換
CS CS 1/2
1~10（/0） 1~10
11 11/毎週 /毎日 /#
12 12/延長 /≧ 10/*
10キー 3桁入力
チャンネル＋ /－ チャンネル∧ /∨
前選局 HDD/DVD/ＳＤ
前選局 ＋ 1 HDD
前選局 ＋ 2 DVD
前選局 ＋ 3 SD

本機のボタン表示 対応する機能
d（連動データ） レコーダー選択
青 青 /A-B
赤 赤
緑 緑 /リピート
黄 黄
番組表 番組表 /予約する
画面表示 画面表示
戻る リターン /戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー 機能一覧
オプション 簡単メニュー
 早戻し /スロー戻し
 再生
 早送り /スロー送り
 録画 /オフタイマー録画
 停止
 一時停止
 前 /スキップ戻し
 次 /スキップ送り
 チョット戻し
 30秒スキップ

シャープ
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
音声切換 音声切換
地上アナログ 地上アナログ
地上デジタル 地上デジタル
BS BS
CS CS　1/2
1~10（/0） 1~10
11 11/クリア
12 12/メモリ
10キー スタートメニュー
チャンネル＋ 選局∧
チャンネル－ 選局∨
前選局 HDD/DVD/BD　切り換え
d（連動データ） d（データ連動）
青 青
赤 赤
緑 緑
黄 黄
番組表 予約 /番組表
画面表示 画面表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー スタートメニュー
 早戻し
 再生
 早送り
 録画
 停止 /ライブ
 ＋ / ＋  録画停止 /録画一時停止
 静止 /一時停止
 前
 次
 リプレイ
 30秒スキップ

パイオニア
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
音声切換 音声切換
地上アナログ 地上アナログ
地上デジタル 地上デジタル
BS 衛星 BS
CS 衛星 CS1/2
1~12 1~12
10キー CH3桁入力
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
前選局 HDD/DVD
前選局 ＋ 1 HDD
前選局 ＋ 2 DVD
d（連動データ） d（データ連動）
青 青
赤 赤
緑 緑
黄 黄
番組表 番組表
画面表示 画面表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー ホームメニュー
オプション 気が利くナビ
 早戻し
 再生
 早送り
 録画
 停止
＋/＋ 録画停止 /録画一時停止
 一時停止
 前
 次
 CMバック
 CMスキップ

DVDレコーダー
ソニー （メーカー番号：0403、0402、0401）

本機のボタン表示 対応する機能
電源 電源
音声切換 音声切換
オフタイマー クリア
	地上アナログ /地上デジタル /BS/CS 地上アナログ /地上デジタル /BS/CS
1~10（/0） 1~10
11 11/枝番
12 12/選局 /確定
10キー 10キー
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
前選局 HDD/DVD
前選局 ＋ 1 HDD
前選局 ＋ 2 DVD
d（連動データ） d（連動データ）
青 青
赤 赤
緑 緑
黄 黄
番組表 番組表
画面表示 画面表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー ホーム /システムメニュー
オプション オプション
 早戻し
 再生
 早送り
/ ＋ / ＋  録画 /録画停止 /録画一時停止
 停止
 一時停止
 前
 次
 フラッシュ戻し
 フラッシュ送り

ソニー （メーカー番号：0404、0405、0406）
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
オフタイマー クリア
地上アナログ Gガイド
1~10（/0） 1~10
12 12/確定
前選局 ゲーム終了
d（連動データ） START
青 削除
赤 BS7
緑 ○（まる）
黄 BS11
番組表 番組表
画面表示 画面表示
戻る ×（戻る）
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー ホーム
オプション △（オプション）
 L2
 再生
 R2
 録画
 停止
 ＋ / ＋  録画停止 /録画一時停止
 一時停止
 L1／前
 R1／次

本機のボタン表示 対応する機能
 フラッシュ戻し
 フラッシュ送り

パナソニック（松下電器）
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
音声切換 音声
オフタイマー 消去
地上アナログ 地上アナログ
地上デジタル 地上デジタル
BS BS
CS CS　1/2
1~10（/0） 1~10
11 11/#/取り消し
12 12/*
10キー チャンネル番号入力
チャンネル＋ /－ チャンネル∧ /∨
前選局 HDD/DVD/SD切換
前選局 ＋ 1 HDD
前選局 ＋ 2 DVD
前選局 ＋ 3 SD
d（連動データ） d（データ）
青 青
赤 赤
緑 緑
黄 黄
番組表 番組表 /Gガイド /番組表
画面表示 画面表示
戻る 戻る /リターン
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー 操作一覧 /機能選択

オプション プレイリスト /メニュー 
サブメニュー

 早戻し
 再生 /1.3倍速
 早送り
 録画
 停止
 一時停止 /お好みチャンネル
 スキップ前
 スキップ次


 30秒スキップ

東芝
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
音声切換 音声 /音多
オフタイマー クリア /修正 /削除
BS 放送切換
1~9 1~9
10（/0） 10/＋ 10/*
11 11/0
12 12/クリア /#
10キー CH番号入力
チャンネル＋ /－ チャンネル∧ /∨
前選局 HDD/DVD
前選局 ＋ 1 HDD
前選局 ＋ 2 DVD
d（連動データ） d（データ）
青 青
赤 赤
緑 緑
黄 黄
番組表 番組ナビ
画面表示 表示切換
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー 簡単メニュー /簡単ナビ
オプション クイックメニュー
/ 早戻し /早送り
/ 再生 /録画
/ 停止 /一時停止
/ スキップ戻し /スキップ送り
 ワンタッチリプレイ
 ワンタッチスキップ

日立
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
音声切換 音声切換
オフタイマー 放送切換
地上アナログ 地上アナログ /TV
地上デジタル /BS/CS 地上デジタル /BS/CS
1~12 1~12
10キー チャンネル番号入力 /ABリピート
チャンネル＋ /－ チャンネル△ /▽
前選局 HDD/DVD
前選局 ＋ 1 HDD
前選局 ＋ 2 DVD
d（連動データ） d（連動データ）

青 青 /DVDメニュー 
≪

赤 赤 /トップメニュー 
≫

緑 緑 /アングル 
下スクロール

黄 黄 
上スクロール

番組表 番組表
画面表示 画面表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー ディスクナビゲーション
オプション べんり /機能
/ 早戻し /早送り
/// 再生 /停止 /録画 /一時停止
＋/＋ 録画停止 /ちょっと待って

 スキップ /コマ戻し 
前チャプター

 スキップ /コマ送り  
次チャプター

 10秒バック /バック
 30秒スキップ /ジャンプ

三菱
本機のボタン表示 対応する機能

電源 レコーダー電源
音声切換 音声
オフタイマー クリア /消去
地上アナログ アナログ /外部
地上デジタル 地上デジタル
BS BS/UHF/文字切換
CS CS 1/2
1~10（/0） 1~10

11 11/毎週 /毎日 
＃

12 12/延長 /≧ 10 
*

10キー 3桁入力
チャンネル＋ /－ チャンネル∧ /∨
前選局 HDD/DVD/ＳＤ
前選局 ＋ 1 HDD
前選局 ＋ 2 DVD
前選局 ＋ 3 SD
d（連動データ） レコーダー選択
青 青 /A-B
赤 赤
緑 緑 /リピート
黄 黄
番組表 番組表 /予約する
画面表示 画面表示
戻る リターン /戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー 機能一覧
オプション 簡単メニュー
 早戻し /スロー戻し
// 再生 /停止 /一時停止
 早送り /スロー送り
 録画 /オフタイマー録画
 前 /スキップ戻し
 次 /スキップ送り
 チョット戻し
 30秒スキップ

ビクター（JVC）
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
音声切換 音声切換
地上アナログ タイマー
1~9 1~9
10（/0） 10/取消し
11 11/0
12 12/記憶 /マーク
10キー 編集

本機のボタン表示 対応する機能
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
前選局 HDD/DVD
前選局 ＋ 1 HDD
前選局 ＋ 2 DVD
d（連動データ） ?（お助けガイド）
青 オンエア
番組表 番組表
画面表示 画面表示
戻る リターン
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー 再生ナビ
オプション DVDメニュー
 早戻し /スロー（－）
 再生 /変換
 早送り /スロー（+）
 録画
 停止 /クリア
 一時停止 /確定
 スキップ戻し /前日
 スキップ送り /翌日
 チョット見バック
 CMスキップ

シャープ
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
音声切換 音声
オフタイマー 接続設定リセット
	地上アナログ /地上デジタル /BS/CS 地上 A/地上 D/BS/CS
1~10（/0） 1~10
11 11/クリア
12 12
10キー 3桁入力
チャンネル＋ /－ 選局∧ /∨
前選局 HDD/DVD
前選局 ＋ 1 HDD
前選局 ＋ 2 DVD
d（連動データ） d（データ連動）
青 青
赤 赤
緑 緑
黄 黄
番組表 番組表 /予約
画面表示 ディスク情報
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー スタートメニュー
オプション 予約リスト
/ 早戻し /早送り
// 再生 /停止 /一時停止
 録画
 ＋ / ＋  録画停止 /録画一時停止
 前
 次
 10秒戻し
 30秒送り

パイオニア
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
音声切換 音声切換
地上アナログ 地上アナログ
地上デジタル 地上デジタル
BS 衛星 BS
CS 衛星 CS1/2
1~12 1~12
10キー CH3桁入力
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
前選局 HDD/DVD
前選局 ＋ １ HDD
前選局 ＋ ２ DVD
d（連動データ） d（データ連動）
青 青
赤 赤
緑 緑
黄 黄
番組表 番組表
画面表示 画面表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー ホームメニュー
オプション 気が利くナビ
 早戻し
 再生
 早送り
 録画
 停止
 ＋ / ＋  録画停止 /録画一時停止
 一時停止
 前
 次
 CMバック
 CMスキップ

ブルーレイディスクプレーヤー
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源オン /オフ
音声切換 音声切り換え
オフタイマー アングルの切り換え

BS クリア
取り消し

CS 再生モード切り換え

1~10（/0） 数字ボタン
（画面上の項目選択）

11 10および 10より大きい数を選択
12 選択項目の決定

10キー トップメニュー
（タイトルメニュー）表示

d（連動データ） サブタイトル（字幕）の切り換え
青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
番組表 ポップアップメニューの表示
画面表示 現在の再生状態を画面に表示
戻る ひとつ前の選択画面に戻る
  /  /  /  カーソルを上 /下 /右 /左へ移動
決定 選択項目の実行
ホーム /メニュー ホームメニューの表示

オプション オプション
設定メニューの呼び出し

 早戻し
 再生
 早送り
 停止
 一時停止
 前の場面、曲へ
 次の場面、曲へ
 少し前に戻る
 少し先に進む

DVDプレーヤー
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源オン /オフ
音声切換 音声切り換え
オフタイマー アングルの切り換え
BS 取り消し
CS 再生モード切り換え

1~10（/0） 数字ボタン
（画面上の項目選択）

11 10および 10より大きい数を選択
12 選択項目の決定
d（連動データ） サブタイトル（字幕）の切り換え

番組表 トップメニュー
（タイトルメニュー）表示

画面表示 現在の再生状態を画面に表示
戻る ひとつ前の選択画面に戻る
  /  /  /  カーソルを上 /下 /右 /左へ移動
決定 選択項目の実行
ホーム /メニュー メニュー（DVDメニュー）表示
オプション 設定メニューの呼び出し
 早戻し
 再生
 早送り
 停止
 一時停止
 前の場面、曲へ
 次の場面、曲へ

ビデオデッキ
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源オン /オフ
音声切換 二重音声放送の切り換え
オフタイマー 入力ライン切り換え
BS アナログ BS放送への切り換え
1~9 1~9
10（/0） 10キー選択の場合は 0
11~12 11~12
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
前選局 デッキ切り換え
青 高速巻戻し

赤 30分単位で録画時間を選択、録画開
始する

緑 2倍速再生
黄 再生中の CM部分を飛ばし見する
番組表 アンテナ出力切り換え
画面表示 データスクリーン表示
戻る 設定メニューから抜ける
  /  /  /  カーソルを上 /下 /右 /左へ移動
決定 選択項目の実行
ホーム /メニュー メニュー表示
 巻戻し
 再生
 早送り
 録画
 停止
 一時停止

スカパー !チューナー
ソニー（スカパー ! HD含む）
アイワ （メーカー番号：3011）
ビクター（JVC）

本機のボタン表示 対応する機能
電源 電源
音声切換 音多切換
オフタイマー 信号切換
地上デジタル 登録
CS 衛星切換
1~9 1~9
10（/0） 0

11 予約一覧
予約リスト

12 選局
10キー 10キー
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
前選局 ジャンプ

d（連動データ） 好み一覧
お好みリスト

青 /赤 /緑 /黄 ダイレクト選局 A/B/C/D
番組表 番組ガイド
画面表示 画面表示
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー メニュー

オプション EZパネル
クイックパネル

 スチル
 番組説明
 i.LINK
 日付 /ジャンル
 ラジオ

パナソニック（松下電器）
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
オフタイマー 信号切換
CS 衛星切換
1~9 1~9
10（/0） 0
12 #
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
前選局 前選局
番組表 番組表
画面表示 画面表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー メニュー
オプション クイック
 ページ 

 ページ 

 放送内容
 裏番組

東芝
DXアンテナ
マスプロ電工 （メーカー番号：3007）
八木アンテナ

本機のボタン表示 対応する機能
電源 電源
音声切換 音多切換
オフタイマー 信号切換
CS ネットワーク
1~9 1~9
10（/0） 0
11 訂正
12 #
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
前選局 リザーブ（呼び出し）
d（連動データ） お好み CH
番組表 番組ガイド
画面表示 リザーブ（記憶）
戻る 戻る（取り消し）
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー メニュー
 表示
 機能
 ジャンル
 テレビ /ラジオ

日立
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
音声切換 音声切換

CS 衛星切換 
信号切換

1~9 1~9
10（/0） 0
11 予約一覧
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
前選局 CHリターン
d（連動データ） マイ CH
番組表 番組ガイド
画面表示 画面表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー メニュー
オプション 機能
 ページ 

 ページ 

 詳細
 予約登録
 クイック

アイワ （メーカー番号：3012、3013）
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
音声切換 音声切換
地上アナログ 好み設定

CS JSkyB/PerfecTV
衛星 A/B

1~9 1~9
10（/0） 10/0
11 予約一覧
12 選局
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－

前選局 前 CH
ラスト 5CH

番組表 番組ガイド
画面表示 画面表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー メニュー
 好み CH

 好み CH

 番組説明
 ラジオ

シャープ
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
音声切換 音声切換
地上アナログ お好み登録
CS 衛星切換
1~9 1~9
10（/0） 0
11 予約確認

チャンネル＋ /－ 選局 	/ 
ページ 	/ 

前選局 チャンネルバック

d（連動データ） マイチャンネル
マイプログラム

青 ダイレクトお好み選局 
お好み A/お好み B

赤 ダイレクトお好み選局
お好み C/お好み D

緑 ダイレクトお好み選局
お好み E/お好み F

黄 ダイレクトお好み選局
お好み G/お好み H

番組表 番組表
画面表示 表示切換
戻る 戻る
  /  /  /   /  /  / 
決定 決定 /スチル
ホーム /メニュー メニュー
 ページ

 ページ 

 ページ

 ページ 

 情報表示（番組情報）

 一覧
ジャンル

NEC
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
音声切換 二重音声
1~9 1~9
10（/0） 0/10
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
番組表 チャンネルガイド
画面表示 ロゴ表示
戻る キャンセル
  /  /  /   /  /  / 
決定 決定 /スチル
ホーム /メニュー メニュー

マスプロ電工 （メーカー番号：3017）
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
音声切換 音多切換
CS 衛星切換
1~9 1~9
10（/0） 0
11 予約一覧
12 #
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
前選局 番組画面へ戻る
番組表 番組表
画面表示 表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー メニュー
 お好み 

 お好み 

 説明

ユニデン
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
音声切換 音声切換
地上アナログ メモリー設定
CS 信号切換
1~9 1~9
10（/0） 0
11 予約確認
チャンネル＋ /－ 情報  / 
前選局 前チャンネル
d（連動データ） お好み
青 /赤 /緑 /黄 メモリー 1/2/3/4
番組表 番組ガイド
戻る 終了
  /  /  /   /  /  / 
決定 決定 /スチル
ホーム /メニュー メニュー
 ページ

HUMAX
スカパー !

本機のボタン表示 対応する機能
電源 電源
音声切換 ２重音声
オフタイマー 信号切換
CS 衛星切換
1~9 1~9
10（/0） 0
11 予約一覧
12 ＃（選局）
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
前選局 前 CH
番組表 週間番組
画面表示 画面表示
戻る 戻る /取消
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー メニュー
オプション 現在番組
 スチル
 番組説明
 日付 /ジャンル
 日付
 テレビ／ラジオ

スカパー ! （HDD内蔵）
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
音声切換 音声切換
オフタイマー オフタイマー
地上アナログ 登録
CS 信号切換
1~11 1~11
12 12/選局
10キー クイックパネル
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
前選局 ジャンプ
d（連動データ） タイトルリスト
青 /赤 /緑 /黄 ダイレクト選局 A/B/C/D
番組表 番組表
画面表示 画面表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー メニュー
オプション ツール
 早戻し
 再生
 早送り
 録画
 停止
　＋　 録画停止
 一時停止
 前
 次
 フラッシュ－
 フラッシュ＋

HUMAX （スカパー ! HDチューナー）
スカパー ! （スカパー ! HDチューナー）

本機のボタン表示 対応する機能
電源 電源
音声切換 音声切換
地上アナログ お好み
地上デジタル 地上 D
CS スカパー !
1~11 1~11
12 12/選局
10キー 3桁入力
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
前選局 前チャンネル
d（連動データ） d/データ
青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
番組表 番組表
画面表示 画面表示

本機のボタン表示 対応する機能
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー メニュー
オプション ツール
 早戻し
 再生 /一時停止
 早送り
 停止
 再生 /一時停止

ケーブルテレビデジタルチューナー
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
音声切換 音声切換
地上デジタル 地上デジタル
BS BS
CS CATV
1~10（/0） 1~10
11 11/*
12 12/#
10キー チャンネル番号入力
チャンネル＋ /－ チャンネル∧ /∨
前選局 前選局
d（連動データ） d（データ）
青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
番組表 番組表
画面表示 画面表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー 番組ナビ
オプション 機器ナビ
 裏番組
 お好み選局
 字幕
 元の画面
 便利機能
 静止
 番組内容

 機器操作
機器操作パネル

 映像切換
 サービス切換

ケーブルテレビホームターミナル
（アナログ）
ソニー

本機のボタン表示 対応する機能
電源 電源
音声切換 二重音声
BS JSkyB/PerfecTV
1~9 1~9
10（/0） 0
12 選局
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
前選局 ジャンプ
番組表 番組ガイド
画面表示 画面表示
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー メニュー
 スチル
 番組説明
 i.LINK
 ラジオ

他社のホームターミナル
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
音声切換 多重切換（主 /副）
1~9 1~9
10（/0） 0
チャンネル＋ /－ チャンネル（選局） / 

前選局 リターン（リピート、チャンネルリター
ン、CHリコール）

画面表示 CHコール（表示、表示コール）、時計
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー メニュー

 入力切換（ホームターミナル /ビデオ、
ビデオ）

 申込
 呼び出し

地上デジタル・BSデジタル・110
度 CSデジタルチューナー
ソニー

本機のボタン表示 対応する機能
電源 電源
音声切換 二重音声
地上デジタル 地上デジタル放送切換
BS BSデジタル放送切換
CS 110度 CSデジタル放送切換
1~12 1~12
10キー 10キー
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
前選局 ジャンプ
d（連動データ） d（連動データ）
青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
番組表 番組表
画面表示 画面表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー メニュー
オプション ツール
 番組説明
 i.LINK再生
 映像
 ラジオ /データ

パナソニック（松下電器）
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
音声切換 音声切換
地上デジタル 地上デジタル放送切換
BS BSデジタル放送切換
CS 110度 CSデジタル放送切換
1~10（/0） 1~10
11 11/*
12 12/＃
10キー チャンネル番号入力
チャンネル＋ /－ チャンネル∧ /∨
前選局 前選局
d（連動データ） ｄ（データ）
青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
番組表 番組表
画面表示 画面表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー 番組ナビ
オプション 便利機能
 番組内容

 機器ナビ
機器操作

 映像切換
 サービス切換

東芝
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
BS 放送切換
1~10（/0） 1~10
11 *
12 #
10キー BS…
チャンネル＋ /－ チャンネル∧ /∨
d（連動データ） ｄ
青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
番組表 番組表
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー ホームメニュー
 表示
 i.LINK
 クイック
 メディア

日立
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
音声切換 音声切換
地上デジタル 地上デジタル放送切換
BS BSデジタル放送切換
CS 110度 CSデジタル放送切換
1~12 1~12
10キー チャンネル番号入力
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
d（連動データ） d（データ）
青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
番組表 番組表
画面表示 画面表示
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
オプション 便利
 サーチ /スロー
 再生
 サーチ /スロー
 録画
 停止
 一時停止
 スキップ /コマ送り
 スキップ /コマ送り
 iVDR1/iVDR2
 番組検索

ビクター（JVC）
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
音声切換 音声切換
1~12 1~12
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
d（連動データ） d（データ放送）
青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
番組表 週間番組表
画面表示 画面表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー ホームメニュー
 番組説明
 i.LINK
 マルチビュー
 信号切換

シャープ
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
音声切換 音声切換
オフタイマー 登録
地上デジタル 地上デジタル放送切換
BS BSデジタル放送切換
CS 110度 CSデジタル放送切換
1~10（/0） 1~10
11 11/いつでも
12 12/おこのみ

10キー 3桁入力
BS3桁

チャンネル＋ チャンネル∧ /∨
選局∧ /∨

チャンネル－ チャンネル∨
選局∨ /∨

d（連動データ） d（データ連動）
青 青 /しおり
赤 赤 /ジャンプ
緑 緑 /リプレイ
黄 黄 /スキップ
番組表 番組表
画面表示 表示切換
戻る 戻る
  /スロー
  /リピート
  /   / 
決定 決定

ホーム /メニュー メニュー
UV（メニュー）

オプション リスト
 早戻し
 再生
 早送り
 録画
 停止 /ライブ
 一時停止

 番組情報
情報表示

 字幕

 映像切換
映像 /アングル

 テレビ /ラジオ /データ

DXアンテナ
本機のボタン表示 対応する機能

電源 電源
音声切換 音声切換
BS ネットワーク切換
1~10（/0） 1~10
11 予約一覧
12 12
10キー チャンネル 3桁入力
チャンネル＋ /－ チャンネル∧ /∨
d（連動データ） ｄ（データ）
青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
番組表 番組表
画面表示 画面表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
決定 決定
ホーム /メニュー メニュー
 番組説明
 映像切換
 サービス切換

日立リビングサプライ
マスプロ電工

本機のボタン表示 対応する機能
電源 電源
音声切換 音声切換
1~12 1~12
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
番組表 番組表
画面表示 画面表示
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー メニュー
 字幕

八木アンテナ
日本アンテナ

本機のボタン表示 対応する機能
電源 電源
音声切換 音声切換
地上デジタル 地上デジタル放送切換

BS BS/CS（BSデジタル /110度 CSデジ
タル放送切換）

1~12 1~12
10キー 3桁入力
チャンネル＋ /－ チャンネル＋ /－
d（連動データ） ｄ（連動データ）
青 /赤 /緑 /黄 青 /赤 /緑 /黄
番組表 番組表
画面表示 画面表示
戻る 戻る
  /  /  /  /決定 カーソル移動 /決定
ホーム /メニュー メニュー
 番組情報


