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4K対応 スカパー！
プレミアムサービスチューナー

型番：TZ-WR4KP（衛星／光 両対応）
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シングル
チューナーモード

（１軸接続）

アンテナをつなぐ1 2

チューナーを
接続しよう！

ステップ

01

3 インターネットにつなぐ

LAN 端子へ

LAN ケーブル
（付属品）

無線

本　機

* PPV（ペイ・パー・ビュー）
 番組などの購入に必要です。

インターネット

* PPV（ペイ・パー・ビュー）
 番組などの購入に必要です。

インターネット

同軸ケーブル（市販品）

同軸ケーブル（付属品）

テレビ端子 ONU
（信号変換装置）または

テレビ

地上デジタル
アンテナ入力端子へ

地上Ｄ分配出力端子へ

入力端子へ

光回線で受信する場合、チューナーモードは
自動的にダブルチューナーモードになります。

※ インターネット回線経由でソフトウェアのアップデートを行う
こともできます。PPV（ペイ・パー・ビュー）を利用する場合は、
インターネット回線への接続が必要になります。

ダブルチューナーモード・
シングルチューナーモードで接続が異なります。

入力１端子へ 入力２端子へ スカパー！マルチアンテナ

スカパー！マルチアンテナ同軸ケーブル（アンテナ付属品）

必ず電源コード
を抜いた状態で
アンテナの同軸
ケーブルを接続
してください。

シングルチューナーモード（アンテ
ナ１出力）でご利用の場合、必ず

「入力１」へ接続してください。

必ず電源コード
を抜いた状態で
アンテナの同軸
ケーブルを接続
してください。

アンテナで受信する場合

光回線で受信する場合

有線 LANでつなぐ

無線 LANでつなぐ

テレビにつなぐ

* 4K放送の番組をご視聴になるには、
 4K対応テレビが必要です。

HDMI ケーブル
（付属品）

HDMI 映像・音声出力端子へ

HDMI 入力端子へ

HDMI 入力端子付テレビダブル
チューナーモード

（２軸接続）

通信端末・
ルーター

通信端末・
無線 LAN ルーター

受信
設定

同軸ケーブル（アンテナ付属品）

入力１端子へ

このモードでは２番組同時録画などの
機能はお使いになれません。

ご注意

アンテナと

光でつなぎ方
が

違うんだ！

4K放送
を見るに

は

4K対応
テレビが

必要だ
よ 4K
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ICカードを挿入する

リモコンに電池を入れる

1

2
リモコン裏の電池ふたを開け、
電池2本（単3形・付属品）を
入れます。

チューナーの電源を入れる3

4 テレビの入力を切り換える
テレビの電源を入れ、テレビのリモコンの

「入力切替」ボタンを押して、チューナーを
接続している「HDMI」入力に切り替えて
ください。

専用電源コード
（付属品）

家庭用
AC100V
コンセント

リモコン上部チューナー本体

チューナー本体、またはリモコンの電源ボタンを押します。

HDMI

ステップ

02受信
設定

設定前の
準備をしよう！

前面扉の左端を押すと、扉が少し飛び出します。
扉を手前に倒して開きます。
中にあるＩＣカードロック扉を上に上げて、
ＩＣカードを奥に突き当たるまで差し込みます。

ICカードの
絵柄表示面

を上に

IC カードは必ず付属のものを
ご使用ください。

お使いのテレビによって「HDMI」入力の
名称が異なります。

専用の電源コー
ドを

使ってくださいネ
♡

電池の向きを
よく確かめるワン！

ICカードを
入れる向きを
よく見てね！

テレビの

リモコンで

切り換えて
ください

❷ 電源を入れる

❶ コンセントにつなぐ

3
形

単
3
形

単

● 緑色点灯 ➡ 電源［入］
● 橙色※点灯 ➡ 機能待機状態 
● 赤色点灯 ➡ 電源［切］

電源ランプの点灯表示

※ リモコンで電源を切った場合は橙色に
点灯します（工場出荷時設定）。

プレミアムサービス用 プレミアムサービス光用
（光回線をお使いの場合）
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受信方法を選ぶ

カーソルを
上下左右に移動させて選択する。

カーソルを選択したら
決定ボタンを押す。

「チャンネルスキャン」
（8ページ）へ進む

「かんたん受信設定」の確認1

2

を選んで「決定」を押す。を選んで「決定」を押す。

【アンテナ/共聴】（衛星）

スカパー！
プレミアムサービスは

【光回線】（光）

スカパー！
プレミアムサービス光は

ステップ

03受信
設定

受信設定を
しよう！

※はじめは「シングル」が選択されています。

※はじめは「設置済」が選択されています。

2ページ「アンテナをつなぐ」の接続方法に合わせて、
シングル・ダブルいずれかのモードを選んでください。

アンテナ受信環境を選択する

※はじめは「標準アンテナ」が選択されています。

シングルチューナーモード
1軸接続

（入力1のみ接続したとき）

➡ 「シングル」を選んで
 「決定」を押す。

ダブルチューナーモード
2軸接続

（入力1と入力2へ接続したとき）

➡ 「ダブル」を選んで
 「決定」を押す。

チューナーモードを選ぶ3

6

「チャンネルスキャン」
（8ページ）へ進む6 「アンテナ設定」

（下記）へ進む5

「チューナーモードを
選ぶ」（次ページ）へ進む3

4

アンテナ設定5

チューナーのみを
交換する場合

➡ 【設置済】を選んで
 「決定」を押す。

アンテナを新規に設置または
共聴アンテナをご使用の場合

➡ 【新規/共聴】を選んで
 「決定」を押す。

次のページへ続きます

この画面が表示されたら、
「次へ」を選んで
「決定」を押す。

設定操作には
リモコンの
このボタンを
使います！

衛星と

光で
違うの

ね。

※ マンションなどの共同受信アンテナをご利用の場合は、
【共聴アンテナ】を選んでください。

アンテナをご自身で
お持ちの場合

➡ 【標準アンテナ】を選んで
 「決定」を押す。

マンション等で共同受信
アンテナをご使用の場合

➡ 【共聴アンテナ】を選んで
 「決定」を押す。

次に表示された画面で
「共聴タイプ自動判別」を選んで
「決定」を押す。
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ICカードテストは自動的に行われます。

ICカードテスト

チャンネルスキャン

（つづき）

アンテナ設定（つづき）5

6

ステップ

03受信
設定

受信設定をしよう！

暗証番号設定・制限項目設定

「かんたん受信設定」完了！

9

10

接続テレビ設定8

8

【かんたん受信設定】を
終了する場合は「いいえ」を
選んで「決定」を押す。

ICカードの向きを確認し、
「決定」を押して
再度ICカードテストを
行ってください。

問題なければ、画面は

表示されず自動で

へ進みます。

NGOK

【かんたんネットワーク設定】
を行う場合は「はい」を選んで
「決定」を押す。

【かんたんネットワーク設定】
については11ページからの
「ネットワーク設定」で詳しく
説明しています。

視聴制限の年齢を設定します。

「4才」（工場出荷時）～「19才」（1才単位）、「無制限」
から設定したい年齢を選んでください。

最後にＣｈ.599が映っているか「視聴確認」しよう！（詳しくは次ページへ）

ママ

がんばれ～！

やった～！

チューナー設定を「ダブル」に設定している場合は、
チューナー１の設定後、自動でチューナー２の設定
画面になりますので、同様に設定してください。

受信レベルバーが緑の範囲内に達していない場合は、
アンテナの向きを調整してください。

「衛星」の項目にカーソルを合わせて「決定」ボタンを押すと
［JCSAT3］と［JCSAT4］の選択項目が表示されます。
それぞれを選んで、各受信レベルの確認をしてください。

7

【光回線】（光）の場合は
「チャンネルスキャン開始」を選んで
「決定」を押す。

【アンテナ/共聴】（衛星）の場合は
チャンネルスキャンが自動的に行われます。

チャンネルスキャンが失敗した場合は、
同軸ケーブルの接続を確認してください。

チューナーに接続したテレビの仕様に合わせて
各項目を設定してください。

暗証番号は忘れないように
必ずメモを残してください。

お好きな4桁の暗証番号を決め、2回入力してください。
※画面上には「＊」が表示されます。
（数字は表示されません）
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Ch.599 が映るか見てみよう！
〈ご加入中のお客さま〉 は、これで終了です！

お申込み後、ご視聴希望のチャンネルに
合わせて30分お待ちください。
● お申込みの方法、混雑状況により、お待ちいただく時間が変わる場合がございます。

〈新規ご加入または複数台目追加ご契約のお客さま〉 

お手続きから２週間はご契約チャンネル以外のチャンネルもお楽しみいただけます。

● IC カード番号・お客様番号をお手元にご用意の上、お電話ください。
● おかけ間違いのないようにお願いします。
● お電話いただく前に、各種約款（https://www.skyperfectv.co.jp/top/legal/yakkan/）、

プライバシーポリシー（https://www.skyperfectv.co.jp/privacypolicy/）の内容をご確認いただき、同意の上、ご連絡ください。

ステップ

04受信
設定

視聴確認を
しよう！

1

2

ご視聴スタート！3

このチャンネルが映ったら
受信設定は終了です！

番組や視聴方法に関する
情報をお届けする
無料チャンネル（Ch.599）
が表示されます。

WEBまたはお電話から
ご加入手続きをお願いいたします。

受付時間 10:00～20:00 （年中無休）

0120-556-365
新規ご加入窓口

0120-818-666
プレミアムサービス光窓口

スカパー！ プレミアムサービス スカパー！ プレミアムサービス光
はこちら はこちら

フリーダイヤル フリーダイヤル

スカパー！ 公式サイト
WEB

お電話

https://www.skyperfectv.co.jp/

設定

ネット
ワーク

ネットワークにつないで
録画や
ダビング、

も楽しもう！持ち出し視聴
家じゅう視聴や

持ち出し視聴

キッチンでもお風呂場でも

電車でも
お友だちの家でも

録画した番組を
スマホやタブレットで、
外出先でも楽しめます。

家じゅう視聴
家じゅうどの部屋にいても、

スマホ、タブレット、別室のテレビ等で
放送中の番組や録画した番組を楽しめます。

ソフトウェアバージョンが「Ver.3.000」以上であることを確認してください。

※「Ver.3.000」未満の場合は、リモコンの簡単メニューを押して、「設定／ヘルプ」→「ソフトウェア更新確認」からアップデートを行ってください。
チューナーをインターネットに接続し、リモコンのお知らせを押して、ソフトウェアバージョンが「Ver.3.000以上」であることを確認します。
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チューナーと対応録画機器は直接接続すること
ができますが、この場合、PPV（ペイ・パー・ビュー）
番組の購入はできませんのでご注意ください。

HDMI ケーブル

LAN ケーブル

LAN ケーブルLAN ケーブル

HDMI ケーブル

テレビ

テレビ

無線 LAN ルーター
本 機

スカパー!
プレミアムサービス Link

（録画）対応機器

スカパー!
プレミアムサービス Link

（録画）対応機器

本 機

インターネット

「有線LAN」 接続イメージ

「無線LAN」 接続イメージ

14ページ
へ進む20ページ

へ進む

16ページ
へ進む

18ページ
へ進む

接続する場合
で有線LAN

WPS機能
無線LANルーターをつなぐ

を使って パスワードを入力して
無線LANルーター
をつなぐ

「LAN録画」をお楽しみいただくには、
「有線LAN」での接続を推奨します。

テレビ

無線 LAN ルーター

スカパー!
プレミアムサービス Link

（録画）対応機器

HDMI ケーブル

本 機

インターネット

いいえはい

接続する場合
で無線LAN

無線LANルーターに

WPS機能ボタン
（AOSS/らくらくスタート/WPS）
がついていますか？

WPS

はい はいいいえ

外付けのUSBハード
ディスクをチューナー
に接続して、録画を
お楽しみください。

■チューナーと対応録画機器を直接接続する場合

 ご自宅のネットワーク環境
をチェック！

「家じゅう視聴」「持ち出し視聴」を
ご利用いただける製品

「家じゅう視聴」を
ご利用いただける製品

診断
スタート！

LANルーターを持っていますか？

iPhone ／ iPad ／ iPad mini ／ iPod touch

対応製品、対応OS（iOS、Android OS）バージョンは各アプリの動作条件をご確認ください。

東芝  REGZA シリーズ

デジオン DiXiM Digital TV plus
ソニー PC TV Plus

京セラ　INFOBAR A03、URBANO V01、URBANO L03
ソニー　Xperia シリーズ、Google Nexus シリーズ、

その他のスマートフォン・タブレット端末等

上記アプリ（有料）をインストールの上、ご利用ください。

上記アプリ（有料）をインストールの上、ご利用ください。

※1 持ち出し視聴「とるダビ」の利用時には、「宅外視聴プレミアム」の追加購入が必要です。

富士通　ARROWS シリーズ

DiXiM Play iOS 版

DiXiM Play Android 版

Media Link Player for DTV

Media Link Player for DTV

DiXiM Digital TV for iOS ※1

iOS製品 テレビ

PC用（Windows）ソフト

Android製品

操作については各アプリの説明書、web サイト等でご確認ください♪
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上記アプリ（有料）をインストールの上、ご利用ください。
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「プレミアムサービスLink
 対応機器」

“有線 LAN”を選ぶ2

IP アドレス /DNS 設定の接続テスト3
設定

ネット
ワーク

につなぐ

有線LANでLANルーターと

　　　　　で「有線LAN」を選び、「決定」を押す。

「IPアドレス/DNS設定」が画面が表示されます。
「接続テスト」を選び、「決定」を押す。

「接続テスト」結果に「OK」「宅内機器使用可※」
と表示されたら接続完了。

OK

「NG」が出た場合は、ケーブルの接続状態
を確認してください。

で「次へ」を選び、「決定」を押す。

※結果が表示されるまで数分かかる場合があります。

※PPV（ペイ・パー・ビュー）番組は購入できません。

テスト中

終了画面が表示されます。
「設定終了」が選択されているので、「決定」を押す。

以上で設定は完了です。

4 ホームサーバー機能の設定

5 「かんたんネットワーク設定」終了 !

「かんたんネットワーク設定」の画面を表示する1

「かんたん受信設定」終了後、後日「かんたんネットワーク設定」
を行う場合は、リモコンの簡単メニューを押して、

「設定/ヘルプ」 → 「設定」 → 「かんたん設定」 → 
「かんたんネットワーク設定」 を選択すると、　　の画面を
表示させることができます。

「かんたん受信設定」終了時（9ページ参照）、左の画面が表示
されます。

　　　　　で「はい」を選び、「決定」を押す。

2

カーソルを
上下左右に移動させて選択する。
カーソルを選択したら
決定ボタンを押す。

設定操作には
リモコンのボタンを
使います！

「ホームサーバー機能設定」画面が表示されます。
「入」を選び、「次へ」を選んで「決定」を押す。
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無線 LAN を設定する3

無線 LAN ルーターの WPS ボタン※を押し、
画面上の「接続する」を押す4

ネットワーク接続状態の確認5

“無線 LAN”を選ぶ
　　　   　で「無線LAN」を選び、「決定」を押す。

2

設定

ネット
ワーク でつなぐ

チューナーと無線LANルーターを

WPS機能 ・AOSS
・らくらくスタート
・WPS

WPS

「無線LAN設定確認」画面が表示されます。
内容を確認したあと、「終了」を選んで「決定」を押す。

6 ホームサーバー機能の設定

7
無線LAN設定画面が表示されます。
一覧の中から接続するネットワーク（SSID）を
             で選び、

リモコンの　　　を押す。青

「かんたんネットワーク設定」の画面を表示する1

「かんたん受信設定」終了後、後日「かんたんネットワーク設定」
を行う場合は、リモコンの簡単メニューを押して、

「設定/ヘルプ」 → 「設定」 → 「かんたん設定」 → 
「かんたんネットワーク設定」 を選択すると、　　の画面を
表示させることができます。

「かんたん受信設定」終了時（9ページ参照）、左の画面が表示

されます。

　　　　　で「はい」を選び、「決定」を押す。

2

※ お使いの機器によりWPSボタンの
位置や名称は異なります。

「接続する」を選んで「決定」を押す。

カーソルを
上下左右に移動させて選択する。

カーソルを選択したら
決定ボタンを押す。

必要に応じ各ボタンを押す。青 赤 緑 黄

設定操作には
リモコンのボタンを
使います！

終了画面が表示されます。
「設定終了」が選択されているので、「決定」を押す。

以上で設定は完了です。

「かんたんネットワーク設定」終了 !

「ホームサーバー機能設定」画面が表示されます。
「入」を選び、「次へ」を選んで「決定」を押す。
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カーソルを
上下左右に移動させて選択する。

カーソルを選択したら
決定ボタンを押す。

必要に応じ各ボタンを押す。青 赤 緑 黄

設定操作には
リモコンのボタンを
使います！

設定

ネット
ワーク

暗号化キー（パスワード）を入力する4

無線 LAN を設定する3

“無線 LAN”を選ぶ2

「かんたんネットワーク設定」の画面を表示する1

「暗号化キー」が選択されている状態で「決定」を押す。

　　　   　で「無線LAN」を選び、「決定」を押す。

接続するまで数分かかる場合があります。

暗号化キー（パスワード）を入力する。
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一覧の中から接続するネットワーク（SSID）を
             で選び、「決定」を押す。

チューナーと無線LANルーターを

パスワード入力でつなぐ

6 ホームサーバー機能の設定

7 「かんたんネット
 ワーク設定」終了 !

終了画面が表示されます。
「設定終了」が選択されているので、「決定」を押す。

以上で設定は完了です。

「ホームサーバー機能設定」画面が表示されます。
「入」を選び、「次へ」を選んで「決定」を押す。

「かんたん受信設定」終了後、後日「かんたんネットワーク設定」
を行う場合は、リモコンの簡単メニューを押して、

「設定/ヘルプ」 → 「設定」 → 「かんたん設定」 → 
「かんたんネットワーク設定」 を選択すると、　　の画面を
表示させることができます。

「かんたん受信設定」終了時（9ページ参照）、左の画面が表示

されます。

　　　　　で「はい」を選び、「決定」を押す。
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　　　   　で「無線LAN」を選び、「決定」を押す。

接続するまで数分かかる場合があります。

暗号化キー（パスワード）を入力する。

入力が終わったら、リモコンの　　　を押す。赤

ネットワーク接続状態の確認5
「無線LAN設定確認」画面が表示されます。
内容を確認したあと「終了」を選び、「決定」を押す。

無線LAN設定画面が表示されます。
一覧の中から接続するネットワーク（SSID）を
             で選び、「決定」を押す。

チューナーと無線LANルーターを

パスワード入力でつなぐ

6 ホームサーバー機能の設定

7 「かんたんネット
 ワーク設定」終了 !

終了画面が表示されます。
「設定終了」が選択されているので、「決定」を押す。

以上で設定は完了です。

「ホームサーバー機能設定」画面が表示されます。
「入」を選び、「次へ」を選んで「決定」を押す。

「かんたん受信設定」終了後、後日「かんたんネットワーク設定」
を行う場合は、リモコンの簡単メニューを押して、

「設定/ヘルプ」 → 「設定」 → 「かんたん設定」 → 
「かんたんネットワーク設定」 を選択すると、　　の画面を
表示させることができます。

「かんたん受信設定」終了時（9ページ参照）、左の画面が表示

されます。
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もっと便利に使おう！

チューナーに
USBハードディスクをつないで

通勤時間に放送される
スポーツ中継もリアルタイムで！

録りためた番組を
家中どこでも楽しめる！

設定

リモート
視聴 お出かけ先でも

楽しめる！

録画予約を忘れたドラマ。
外出先でオンタイム視聴♪

お気に入りのアニメ番組が
お出かけ中も楽しめる♪

各機能についてくわしくはこちら

TZ-WR4KP 製品情報ページ
https://www.skyperfectv.co.jp/service/kiki/wr4kp/function.html

画面に従いUSBハードディスクの設定を行ってください。

USBハードディスク

USBケーブル

下側のUSB端子へ

USBケーブルでUSBハードディスクをつなぐ

本機のリモコンで設定する

1

2

下側の
USB端子に
入れるんだね

※ USBハードディスクを本機に接続して録画（記録）・再生用として登録すると、本機専用のハードディスクとしてフォーマット（初期化）
します。それまでハードディスク内に保存していたデータはすべて消去されます。

※ 本機への登録を解除したUSBハードディスクは録画（記録）も再生もできなくなります。もう一度登録する場合もフォーマットしますので、
録画（記録）番組は全て消去されます。登録を解除するUSBハードディスクはお間違えのないようご注意ください。

※ 本機で登録したUSBハードディスクは本機でのみ録画（記録）・再生できます。他の機器からの録画（記録）・再生はできません。

放送中の
番組や

録画した
番組が

録画
LANダビング
チャンネル録画
リモート視聴
ができる！

「リモート視聴アプリ」で
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アプリをダウンロードして起動する2

スマホ・タブレットをWi-Fiにつなぐ1

「リモートプレーヤー設定」を“入”にする3

「ソフトウェアバージョン」の確認2
チューナーをインターネットに接続する1

次のページへ続きます

リモコンのお知らせを押し、

「選択可能な機器が見つかりません。」と表示されたら…

「機器選択」画面で、リモート視聴する

「機器選択」画面で
リモート視聴するチューナーを選ぶ3

アプリの「機器選択」画面に表示される一覧から、リモート視聴を
行いたいチューナーを選びます。

「宅外視聴サービス利用登録」画面が表示されたら「利用規約」を
確認し、同意の✓を入れ、「同意して次へ」をタップします。

● 「リモートプレーヤー設定」 が “入” になっているかを再度ご確認ください。
 （前ページ手順　　）
● 上記手順　　で、同じ無線LANルーターに接続されているかを再度ご確認ください。
● アプリのダウンロード直後や無線 LAN ルーターへの接続直後は、少し（1 分程度）
 お待ちいただくと表示される場合があります。

※ 「機器選択」の設定ができるのは１台のみです。
※ 宅外のネットワーク環境から「機器選択」をすることはできません。

「Ver.2.000」未満の場合は、リモコンの簡単メニューを
押して、「設定／ヘルプ」→「ソフトウェア更新確認」から
アップデートを行ってください。

ステップ

01
チューナーを
設定する

ステップ

02
スマホ・タブレットを
設定する設定

リモート
視聴

設定

リモート
視聴

チューナ
ーの次は

スマホや
タブレット

の

設定をし
よう！

はやく

はやく
ー

「スカパー！どこでも視聴Player for TZ-WR4KP」
アプリをダウンロードして起動します。

「ライセンスアプリケーション利用規約」を確認して
「同意する」をタップします。

からダウンロード で手に入れよう

無 料

 「Ver.2.000」以上

であることを確認します。

リモコンの　　　を押して、

「設定/ヘルプ」 → 「設定」 →「家じゅう視聴設定」→
「リモートプレーヤー設定」を選択。

　　　　　で「入」を選び、「決定」を押す。

これでチューナー側の設定は完了です！

iPhoneの方は
こちら

Androidの方は
こちら

スマホやタブレットを、チューナーと同じ無線LANルーターに接続します。
※ 詳しい説明についてはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

1
3
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アプリをダウンロードして起動します。

「ライセンスアプリケーション利用規約」を確認して
「同意する」をタップします。

からダウンロード で手に入れよう

無 料

 「Ver.2.000」以上

であることを確認します。

リモコンの　　　を押して、

「設定/ヘルプ」 → 「設定」 →「家じゅう視聴設定」→
「リモートプレーヤー設定」を選択。

　　　　　で「入」を選び、「決定」を押す。

これでチューナー側の設定は完了です！

iPhoneの方は
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Androidの方は
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本製品に関する最新情報はこちら !

本機に関する最新情報や各種取扱説明書などを
ご覧いただけます。
パソコンはもちろん、スマートフォンやタブレット
からもご利用ください。
https://www.skyperfectv.co.jp/service/kiki/wr4kp/

詳しくは
webで♪

設定完了です！4

ステップ

02設定

リモート
視聴 （つづき）スマホ・タブレットを設定する

これでよしっ！
パパ

すご～い！

● スマートフォン／タブレットは、無線 LAN（Wi-Fi）経由による
インターネットへの接続が必要です。

● LTE や 3G の携帯電話回線でのリモート視聴では、多くの
パケットが必要になります。パケット料金にご注意ください。

● その他、動作環境やネットワーク構成等については、
本アプリの アイコンからヘルプサイトをご確認ください。

本アプリご利用についてのご注意

放送中の番組を見る
表示されるリストからチャンネルを選んで
視聴できます。
※ 4K 放送、デジタルラジオ放送および一部の

チャンネルはリモート視聴できません。詳しくは
    アイコンからヘルプサイトをご確認ください。

●Apple、Appleロゴ、iPhone、iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPadは、Apple Inc.の商標です。
●App storeはApple Inc.のサービスマークです。　●アンドロイド、Google Playは、Google Inc.の商標です。

設定
「視聴可能年齢」など、アプリの動作設定
ができます。

録画した番組を見る
表示される録画一覧から番組を選んで
再生できます。
※ 4K 放送、デジタルラジオ放送の録画番組は

リモート視聴できません。

操作方法については　　アイコンを
タップして、ヘルプサイトをご確認ください。

ヘルプ画面へ
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