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地上デジタル放送の視聴のしかた

警告
運転者がテレビやビデオを見るときは、必ず安全な場所に車を停車させてく
ださい。本機は安全のため、停車時のみテレビの映像を見ることができます。
走行中は、音声だけを聴くことができます。

お知らせ

地上デジタル放送の詳しい内容は、地上デジタルTVチューナーの取扱説明書をご覧

ください。

地上デジタル放送を受信するには、別売の地上デジタルTVチューナー（DTX760）、

受信用アンテナや接続ケーブルが必要です。

本機とデジタルチューナーとの接続方法については、地上デジタルTVチューナーの

取付説明書をご覧ください。

テレビ受信時に（主に弱電界）画像が乱れることがありますが、故障ではありません。

また、画像が一時止まる場合がありますが、デジタル処理によるもので故障ではあり

ません。

本機と地上デジタルTVチューナーはコンポジット映像信号で結線されていますので、

文字がにじんで見えたり、ちらついて見えたりすることがありますが、故障ではあり

ません。

チューナーは地上デジタルとアナログのハイブリッドです。デジタル放送の受信状態

が悪化したときに、自動的にアナログ放送に切り替えることができます。

＜ご注意＞
本機と地上デジタルTVチューナーとの接続時は、本機でのVTR入力はできません。
地上デジタルTVチューナー側のVTR入力をご使用ください。
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画面表示とタッチキーについて

ここまでの操作   

約5秒間操作をしないと、テレビのタッチキーは消えます。再度表示させるには、
画面内をタッチします。
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1 受信情報表示部 現在受信中のプリセットチャンネル番号と3桁チャンネル番号、
放送局名、各種設定状態などを表示します。

2 プリセットチャ
ンネルキー

現在登録されているプリセットチャンネルが表示されます。ご希
望のチャンネルのキーにタッチすると、選択したチャンネルを受
信します。

3 番組内容を表示します。走行中は表示できません。
4 3桁チャンネル番号をダイレクトに入力して選局できます。

（詳しくは、この面の「チャンネル番号を入力して選局する」を
ご覧ください。）

5

タッチするたびに、動作が以下のように切り替わります。
　　　地上デジタル1→アナログ1→VTR→地上デジタル1…
または地上デジタル2→アナログ2→VTR→地上デジタル2…
地上デジタル1と2およびアナログ1と2の切り替えについては、
この面の「受信バンドを切り替える」をご覧ください。

6 プリセットチャンネルリストを表示します。
7 、 受信するプリセットチャンネルを切り替えます。

8 、 受信する3桁チャンネル番号を切り替えます。

9 ソース表示部 現在選択されているソース（地上D）を表示します。
10 画面に表示されている操作メニューの表示を消します。



受信バンドを切り替える

ここまでの操作     

1	 をタッチして、受信したいバンドを選択する

タッチするたびに、受信バンドが以下のように切り替わります。
地上デジタル放送受信時：地上デジタル1↕地上デジタル2
アナログ放送受信時：アナログ1↕アナログ2

選局する

ここまでの操作   

1	 下記のいずれかの方法で選局する
1 プリセットチャンネルキー ご希望のプリセットチャンネルをタッチして選局

します。
2 、 をタッチすると次の3桁チャンネル番号

を受信し、 をタッチすると前の3桁チャ

ンネル番号を受信します。

3 、 プリセットチャンネルを前後に切り替えます。



チャンネル番号を入力して選局する
見たい番組の3桁チャンネル番号をダイレクトに選局します。

ここまでの操作     

1	 見たい3桁チャンネル番号を入力し、 をタッチする

入力した3桁チャンネル番号の放送を受信します。

アドバイス

プリセットチャンネルリストで見たい番組のチャンネル番号をタッチし、ダイレクト

に選局することもできます。

•



番組表（EPG）から選局する
見たい番組を番組表から探して選局します。

ここまでの操作     

1	 をタッチする

番組表が表示されます。

2	 、 、 、 で、見たい番組を選択し をタッチ
する

	

入力したチャンネル番号の放送を
受信します。

：番組表の内容が更新され
ます。



放送局を登録する
受信可能な放送局をあらかじめプリセットチャンネルとして登録しておくと、簡
単に選局できます。

ここまでの操作       

1	 をタッチして、登録したいバンドを選択する

2	 または をタッチして、登録したい放送局を受信
する

3	 登録するプリセットチャンネルキーを、「ピーッ」と音がするまで
タッチし続ける
受信中の放送局がそのチャンネルに登録されます。
ここで登録した内容はプリセットチャンネルキーにも反映されます。プリ
セットチャンネルキーには、チャンネル番号が表示されます。

 



放送局を自動的に登録する（オートストア）
受信可能な放送局を、自動的に12局までチャンネルリストに登録させることが
できます。
お出かけ先で、チャンネルがわからないときに便利です。

ここまでの操作     

1	 をタッチし続ける

オートストアが開始され、受信可能な放送局が自動的に登録されていきます。



地上デジタル放送とアナログ放送の設定をする
地上デジタル放送受信中はデジタル設定のみ、アナログ放送受信中はアナログ設
定のみ表示されます。

アドバイス

より詳しい操作については、地上デジタルTVチューナーの取扱説明書をご覧くださ

い。

ここまでの操作     

1	 をタッチする

設定メニュー画面が表示されます。
地上デジタル放送

	

•



設定項目 設定の内容 設定値 参照ページ
MAIN／SUB
切替

音声多重放送やステレオ放送の受信時
に、優先したい音声を選択できます。
操作のしかたは、アナログテレビと同じ
です。

MAIN※／SUB 取扱説明書-
P.299

ハイブリッド
機能設定

デジタル放送の受信状態が悪化した時
に、自動的にアナログ放送に切り替える
ことができます。

する※／しない ―

ノ イ ズ コ ン
シールメント
設定

受信が困難になったときに、表示可能な
最後の画面を静止画として表示します。

する※／しない ―

地上Dダイバー
設定

TVダイバーアンテナの入力本数モード
を設定します。

2入力※／ 4入力 ―

ハイブリッド
エリア設定

ハイブリッド機能動作時の「デジタル放
送局」と「アナログ放送局」の地域を指
定して関連づけることができます。

― 「エリアを
切り替える」

ハイブリッド
編集

ハイブリッド機能動作時の「デジタル放
送局」と「アナログ放送局」の関連づけ
をマニュアルで行うことができます。

― ―

B-CASカ ー
ド番号表示

B-CASカードのID情報を表示できます。 ― ―

個人情報初期
化設定

個人情報を初期化できます。 ― 「メール情
報を初期化
する」

放送メール表
示

放送局から送られてくるメールの内容を
表示できます。

― ―

※は工場出荷時の初期設定です。



アナログ放送

設定項目 設定の内容 設定値 参照ページ
MAIN／SUB
切替設定
ST／MONO
切替設定

音声多重放送やステレオ放送の受信時
に、優先したい音声を選択できます。操
作のしかたは、アナログテレビと同じで
す。

MAIN※／SUB
STEREO※／
MONO

取扱説明書-
P.299

ハイブリッド
機能設定

デジタル放送の受信状態が改善した時
に、自動的にデジタル放送に切り替える
ことができます。

する※／しない ―

地上Aエリア
設定

アナログ放送のエリアを選択できます。 
操作のしかたは、アナログテレビと同じ
です。

― 取扱説明書-
P.297

受信局情報 アナログ放送の放送局名を編集できま
す。操作のしかたは、アナログテレビと
同じです。

― 取扱説明書-
P.295

※は工場出荷時の初期設定です。



エリアを切り替える
受信エリアを選択することで、受信中の放送局名を自動的に表示できます。

ここまでの操作       

  

1	［ハイブリッドエリア］から をタッチする

	

エリア選択画面が表示されます。

2	 切り替えたい放送局エリアをタッチする

	

選択した放送局エリアのランプが
点灯します。

をタッチすると、設定メニューの［ハイブリッド編集］で設定
した内容を呼び出すことができます。



メール情報を初期化する
メール情報を初期化します。

ここまでの操作       

  

1	［個人情報初期化］から をタッチする

	

削除の確認画面が表示されます。

2	 をタッチする

メール情報が初期化されます。
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