
4K対応
スカパー！プレミアムサービスチューナー（衛星／光両対応）

かんたんガイド

型番：FMP-X7A

ZJ0001A

スカパー！プレミアムサービスを視聴するには
チューナーの設定を必ず行ってください。

接続 設定
スカパー！プレミアム
サービスチューナーを
接続しよう！

設定前設定前設定前のののの準備準備準備ををしよう！しよう！設定前の準備をしよう！

初期設定初期設定初期設定初期設定初期設定初期設定初期設定初期設定初期設定ををををををををををををはじめよう！はじめよう！はじめよう！はじめよう！はじめよう！はじめよう！初期設定をはじめよう！初期設定をはじめよう！

SSStttStS eetet pppp1111Step1

SSStttStS eetet ppppp22p2pStep2

SSStttStS eetet ppppp33Step3

視聴確認視聴確認視聴確認視聴確認視聴確認視聴確認視聴確認視聴確認視聴確認をををををををををしよう！しよう！しよう！しよう！しよう！しよう！視聴確認をしよう！視聴確認をしよう！
SSStttStS eetet pppp44444p4pp4pStep4



スカパー！プレミアムサービスチューナーを接続しよう！ 設定前設定前設定前のののの準備準備準備準備ををしよう！しよう！設定前の準備をしよう！

スカパー！
プレミアムサービスの場合

スカパー！
プレミアムサービス光の場合

1 アンテナをつなぐ
ご契約のサービス（スカパー！プレミアムサービスまたはスカパー！プレミアムサービス光）に
合わせて、下記のいずれかの方法で接続してください。

2 テレビをつなぐ

3

2 リモコンに
電池を入れる

3

1 ICカードを挿入する

現在お使いのICカード
では視聴できません。

SSStttStSStS eetet ppp1111Step1 SSStttStSStS eetet ppp2222p2pp2pStep2

衛星/光 入力
スカパー! プレミアム

BS対応
スカパー！アンテナ*
* 現在お使いのBS対応
 スカパー！アンテナも
 ご使用いただけます。

* 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。

同軸ケーブル（アンテナ付属品）

同軸ケーブル
（市販品）

同軸ケーブル（付属品）

HDMIケーブル（付属品）

LANケーブル
（市販品）

ACアダプター
（付属品）

リモコン上部

専用電源コード
（付属品）

LANケーブル
（付属品）

〈2150MHz対応〉

分波器
（市販品）

壁面端子 ONU
（信号変換装置）

家庭用
AC100V
コンセント

または
2分配器
（付属品）

テレビ

地上デジタル
アンテナ入力端子へ

HDMI入力端子へ

BS・110度CS
アンテナ入力端子へ

UHF/VHF

BS/CS

HDMI入力端子付テレビ

衛星/光 入力
スカパー! プレミアム

衛星/光 入力
スカパー! プレミアム

HDMI 2

必ず「音声/映像」側に接続してください。
（「音声」側には保護シールが貼ってあります。）

電源コードの接続は最後に！
アンテナ等の故障を防ぐため、電源コードは全ての
接続が終わってからコンセントに差し込んでください。

ソフトウェア更新やペイ・パー・ビュー視聴の
際などにインターネットへの接続が必要です。

衛星/光 入力
スカパー! プレミアム

モデム・ONU等ブロードバンドルーター
（100BASE-TX対応のもの）

インターネット

LAN WAN

衛星/光 入力
スカパー! プレミアム

インターネットをつなぐ

リモコン裏の電池ふたを開け、
電池2本（単4形・付属品）を入れる。

チューナーの電源を入れ、テレビの入力を切り換える

電源ランプ（白色）
起動中はゆっくりと点滅し、
電源オン中は点灯します

お使いのテレビによって「ＨＤＭＩ」
「ＨＤＭＩ2」など名称が異なります。

接続したら

中面へ

インターネット環境の
ない方は　　　 へ進む

❶ 本機に
 ACアダプター
 をつなぐ  

❷ ACアダプターに専用
 電源コードをつなぎ、
 壁のコンセントに挿す

❹ テレビの電源を入れ、テレビの入力を外部入力
 （チューナーを接続した入力）に切り換える

前面のカバーを開き、カード挿入口のふたを開いて
付属のIＣカードを奥に突きあたるまで差し込む。

ICカードの
絵柄表示面
を上に
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❸ リモコンまたはチューナー
 の電源ボタンを押す



3 受信するサービスを選ぶ

4

4

アンテナタイプを選ぶ

1「かんたん初期設定」開始の確認 2 設定をはじめる前の確認

5B共聴の受信設定

7 自動チャンネル設定 8 暗証番号を設定する

5Aローカル周波数を選ぶ

6 受信レベルの確認・調整（JCSAT3/JCSAT4）

11インターネットへの接続 12この画面が出たら設定完了です！9 視聴年齢を設定する 10オーディオシステム接続の確認

初期設定初期設定初期設定初期設定初期設定初期設定初期設定初期設定初期設定ををををををををををををはじめよう！はじめよう！はじめよう！はじめよう！はじめよう！はじめよう！初期設定をはじめよう！初期設定をはじめよう！SSStttStSStS eetet ppp333Step3

アンテナタイプを選ぶ へ

5Aローカル周波数を選ぶ へ

5B共聴の受信設定 へ

7 自動チャンネル設定 へ

6 受信レベルの確認・調整 　
（JCSAT3/JCSAT4） へ

受信するサービスに合わ
せて、　　　　　で「衛星」
または「光」を選びます。

を押す

かんたん初期設定

ようこそ！
本機の使用に必要な以下の設定をします。

リモコンの [→] を押して設定を開始してください。

・スカパー！プレミアムサービスを見るための設定

・成人向け番組などの視聴を制限するための設定

・オーディオシステムを使うときの設定

設定開始

かんたん初期設定

次へ戻る 選択

共聴の受信設定をします。

受信できる衛星を選んでください。

わからない場合は“JCSAT3/JCSAT4”を選択してください。

JCSAT4

JCSAT3

JCSAT3/JCSAT4

かんたん初期設定

インターネットに接続中です。

しばらくお待ちください。

かんたん初期設定

チャンネルを設定しています。

設定には数分かかる場合があります。

しばらくお待ちください。

かんたん初期設定

次へ戻る

ＪＣＳAＴ3：タイプ 2
ＪＣＳAＴ4：タイプ 2

以下の共聴タイプに設定しました。

引き続き、受信レベルを調整します。

かんたん初期設定

設定開始決定

暗証番号を設定します。

成人向け番組の視聴制限の設定や、PPV番組の購入などに使用します。

暗証番号を忘れた場合に設定を取り消すには

スカパー！カスタマーセンターへのお問い合わせが必要です。

リモコンの［決定］を押して暗証番号を入力してください。

入力完了後、［決定］を押してから［→］で次へ進んでください。

戻る

暗証番号：

かんたん初期設定

初期設定はこれで完了です。

スカパー！プレミアムサービスをお楽しみいただけます。

終了

かんたん初期設定

受信レベルが大きくなるようにアンテナの向きを調整してください。

２衛星とも調整完了後、リモコンの［→］を押して次へ進んでください。

アンテナの向きを調整しても受信レベルが変わらない場合は

アンテナケーブルの接続やアンテナタイプの設定を確認してください。

受信衛星：ＪＣＳAＴ 3

現在値30 最大値30
360

次へ戻る

衛星切換

衛星切換決定

かんたん初期設定

自動チャンネル設定結果

ショッピング TV

エキサイトスポーツ HD

シネマプラス HD

CNC ワールド

次へ戻る次ページ

SP502

SP514

SP515

SP518

SP521

放送局チャンネル番号

4K Channel

赤

かんたん初期設定

ご利用のアンテナタイプを選んでください。

 “標準”  ：アンテナを個別に設置している場合

 “共聴”  ：集合住宅の共同受信設備を利用する場合

次へ戻る 選択

標準

共聴

かんたん初期設定

次へ戻る 選択

標準の受信設定をします。

ローカル周波数を選んでください。

通常は“11.2GHz”を選んでください。

詳細はアンテナに付属の説明書をご確認ください。

11.2GHz

10.678GHz

かんたん初期設定

数字入力～

暗証番号を設定します。

成人向け番組の視聴制限の設定や、PPV番組の購入などに使用します。

リモコンの［決定］を押して暗証番号を入力してください。

入力完了後、［決定］を押してから［→］で次へ進んでください。

設定終了 取消決定 戻る

暗証番号を忘れた場合に設定を取り消すには

スカパー！カスタマーセンターへのお問い合わせが必要です。

暗証番号：

９０

かんたん初期設定

次へ戻る

はい

いいえ

オーディオシステムを使って音声をお楽しみいただくための設定を行います。
本機のHDMI2にオーディオシステムを接続していますか？

  「はい」を選ぶと音声をHDMI2から出力します。

選択

テレビ スカパー！プレミアム
サービスチューナー

オーディオシステム

オーディオシステムを使って音声をお楽しみいただくための設定を行います。
にオーディオシステムを接続していますか？

オーディオシステムを使って音声をお楽しみいただくための設定を行います。
にオーディオシステムを接続していますか？

かんたん初期設定

次へ戻る

はい

いいえ

オーディオシステムを使って音声をお楽しみいただくための設定を行います。
本機のHDMI2にオーディオシステムを接続していますか？

  「はい」を選ぶと音声をHDMI2から出力します。

選択

テレビ ４K メディアプレーヤー オーディオシステム

オーディオシステムを使って音声をお楽しみいただくための設定を行います。オーディオシステムを使って音声をお楽しみいただくための設定を行います。
にオーディオシステムを接続していますか？

オーディオシステムを使って音声をお楽しみいただくための設定を行います。
本機のHDMI2にオーディオシステムを接続していますか？

  「はい」を選ぶと音声  「はい」を選ぶと音声

テレビ

かんたん初期設定

次へ戻る

オーディオシステムを使って音声をお楽しみいただくための設定を行います。
本機のHDMI2にオーディオシステムを接続していますか？

  「はい」を選ぶと音声

はい

いいえ

オーディオシステムを使って音声をお楽しみいただくための設定を行います。
にオーディオシステムを接続していますか？

  「はい」を選ぶと音声をHDMI2から出力します。

選択

テレビ ４K メディアプレーヤー

はい

いいえ

にオーディオシステムを接続していますか？

から出力します。から出力します。

スカパー！プレミアムスカパー！プレミアム
サービスチューナー

オーディオシステム

はい

いいえ

スカパー！プレミアムスカパー！プレミアム
サービスチューナーサービスチューナー

にオーディオシステムを接続していますか？

から出力します。から出力します。

いいえ

スカパー！プレミアム
サービスチューナー

にオーディオシステムを接続していますか？

から出力します。

スカパー！プレミアム
サービスチューナー

にオーディオシステムを接続していますか？

から出力します。

にオーディオシステムを接続していますか？

  「はい」を選ぶと音声をHDMI2から出力します。

テレビ スカパー！プレミアム
サービスチューナー

オーディオシステムを使って音声をお楽しみいただくための設定を行います。
にオーディオシステムを接続していますか？

オーディオシステム

上記の準備がお済みでない場合は、同梱の「スタートガイド」をご覧ください。

本機へのアンテナケーブルの接続と、スカパー！IC カードの挿入がお済みでしたら

リモコンの[→]を押して次へ進んでください。

受信設定をします。

次へ戻る

かんたん初期設定

衛星/光 入力
スカパー! プレミアム

上記の準備がお済みでない場合は、同梱の「スタートガイド」をご覧ください。

リモコンの[→]を押して次へ進んでください。

衛星/光 入力
スカパー! プレミアム

本機へのアンテナケーブル
の接続と、スカパー！IC
カードの挿入が済んでいる
ことを確認してください。

を押すを押す

かんたん初期設定

次へ戻る 選択

本機で受信するスカパー！サービスを選んでください。

“衛星”：個別にアンテナを設置または共同受信設備をご利用の場合

  “光 ”：フレッツ・テレビをご利用の場合

光

現在の設定：衛星

衛星

受信できる衛星を選びま
す。分からない場合は
「JCSAT3/JCSAT4」を選
んでください。

共聴タイプの自動判別を
行います。完了すると結果
が表示されます。
※ 共聴タイプには以下の
４種類があります。
・タイプ１
・タイプ２
・タイプ３－１
・タイプ３－２

を押すを押す

完了
すると…

ご利用のアンテナタイプに
合わせて、　　　　　で
「標準」または「共聴」を選
びます。
※ マンションなどの共同ア
ンテナを利用している場
合は「共聴」を選択してく
ださい。

を押す

を押して
衛星を
切り換える

自動チャンネルスキャンが
始まります。
（スキャンが完了するまで数
分かかります。）
※ 受信ができていると、設
定中に受信中チャンネル
の音声が出ます。

チャンネルスキャンが完了
すると、受信チャンネルが
一覧表示されます。

を押す

ご利用のアンテナに合わせ
てアンテナのローカル周波
数を設定します。
通常は「11.2GHz」を選びま
す。
※ 詳細はアンテナに付属の
説明書をご確認ください。

衛星（JCSAT3）の受信レベ
ルを確認します。
必ず「現在値」、「最大値」の
数値が表示されたのを確認
の上、次に進んでください。
※ 数値が表示されるまで
数秒かかります。

かんたん初期設定

受信レベルが大きくなるようにアンテナの向きを調整してください。

２衛星とも調整完了後、リモコンの［→］を押して次へ進んでください。

アンテナの向きを調整しても受信レベルが変わらない場合は

アンテナケーブルの接続やアンテナタイプの設定を確認してください。

受信衛星：ＪＣＳAＴ 4

受信衛星：ＪＣＳAＴ 4

現在値30 最大値30
360

次へ戻る

衛星切換

衛星切換決定

引き続きJCSAT4の受信レベ
ルを確認します。
必ず「現在値」、「最大値」の
数値が表示されたのを確認
の上、次に進んでください。
※ 数値が表示されるまで
数秒かかります。

を押す

を押す

お好きな４桁の暗証番号を
決めます。

リモコンの数字ボタンで
暗証番号を入力します。

を押す

かんたん初期設定

次へ戻る 設定開始決定

成人向けの番組の視聴を特定の年齢で制限できます。
低い年齢に設定するほど制限が厳しくなります。
制限しないときは「なし」を選びます。

年齢制限：　　 4 才

インターネットへの接続を
確認します。
※ ソフトウェア更新やペ
イ・パー・ビュー番組視
聴の際などにインター
ネットへの接続が必要
です。

を押す

　　  を押し、視聴を制限
する年齢を設定します。
※ 「４才」～「19才」
（１才単位）、「なし」

オーディオシステムなどを接
続して音声出力する場合は
「はい」を選び、画面の指示
に従って操作してください。

を押すを押す

　　 を押すと「ホーム画面」
が表示されます。

衛星 スカパー！プレミアムサービスのとき

光 スカパー！プレミアムサービス光のとき

標準 （個別にアンテナを設置している）のとき
（ 　　　　　　→　　　　　　 を選んだ場合のみの操作手順です）

共聴 （マンションなど共同アンテナを利用）のとき

を押す 入力後、　　　を押す

次はいよいよ視聴確認。

詳しくは裏面へ！

暗証番号は必ずメモを
とってください。

▢▢▢▢

入力後、　　　を押す

衛星 標準

（ 　　　　　　→　　　　　　 を選んだ場合のみの操作手順です）衛星 共聴

RMT-D307

左の「ようこそ！」と書かれ
た画面が表示されたことを
確認してください。

設定操作にはこの
リモコンボタンを使います

受信衛星：ＪＣＳAＴ 3



視聴や録画のしかたなど、基本的な操作については別冊の「かんたん操作ガイド」をご覧ください。

Ch.599が映るか見てみよう！

※ お客様の受信環境により、多少時間を
 要する場合があります。
※ 一部のチャンネルは対象外です。

設置後、通常は30分程度で
ご視聴いただけます。

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。

リモコンの
　　　  ボタン
を押す

初期設定完了後に
表示される画面で

RMT-D307

４K対応スカパー！プレミアムサービスチューナー
お好みチャンネル

チャンネルリスト 番組表 録画リスト 予約リスト ビデオプレーヤー ミュージックプレーヤー

機能表示オプション

放送局を追加する
599

スカパー !プロモプロモ 599

オススメ番組

スカパー！プレミアムサービス
のお客様はこちら

0120-355-531
フリーダイヤル

登録する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。

受付時間6：00～27：00（年中無休）
プレミアムサービス 視聴開始ダイヤル

スカパー！プレミアムサービス光
のお客様はこちら

0120-392-229
フリーダイヤル

プレミアムサービス光 視聴開始ダイヤル

●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（http://www.skyperfectv.co.jp/top/legal/yakkan/）、プライバシーポリシー（http://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。

視聴確認をしよう！SSStttStSStS eetet ppp444444p4pp4pStep4

視聴開始ダイヤルにご連絡いただき、
「2週間お試し体験」をお楽しみください。最後に！

この画面（Ch.599）
が映ればOK！




