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※ プレミアムサービス光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。
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BS・110度CSアンテナ入力端子へ

地上デジタルアンテナ
入力端子へ

UHF/VHF

BS/CS
  〈2150MHz対応〉

分波器
 （市販品）

LAN WANまたはUPLINK
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プレミアムサービス光
チューナーの
梱包を開ける。

今まで使用していた
チューナーを取り外す。
※今までチューナーを使用していないお客様は次に進んでください。

プレミアムサービス光チューナーと
テレビをつなぐ。

プレミアムサービス光チューナーと
テレビ・USBハードディスクをつなぐ。

ステップ 1

接続したら、中面へ

2

ペイ・パー・ビューを視聴する等の際にインターネットへの接続が必要です。

モデム・ONU等ブロードバンドルーター
（100BASE-TX対応のもの） インターネットへ

LAN端子へ

HDMI出力端子へ HDMI入力端子付テレビ

USB
ハードディスク
（推奨品）

HDMIケーブル
（付属品）

USBケーブル（市販品）
※お持ちのケーブルでも接続可能です。

USB端子へ
USB録画用端子へ

LANケーブル（同梱品）
※お持ちのケーブルでも接続可能です。

LANケーブル
（市販品）

HDMI入力端子へ

または

テレビ

同軸ケーブル
（市販品）

2分配器
（付属品）

入力端子へ

壁面端子 ONU
（信号変換装置）

（推奨品）

必ず電源コードを抜いた状態で
アンテナケーブルを差し込んで下さい。

レンタルチューナーはご返却ください。詳しくは裏面をご参照ください。
USBハードディスクに録画する場合のみ、USBハードディスク（推奨品）への接続が必要となります。

推奨 外付けUSBハードディスク（2018年5月現在）

詳細はこちらバッファロー製 アイ・オー・データ製　
・HD-LLDU3-Aシリーズ
・HD-LDU3-Aシリーズ
・HDV-SAU3/VCシリーズ
・HD-LBU3シリーズ
・HD-LCU3-Fシリーズ
・HD-LCU3-Eシリーズ
・HD-LCU3-Dシリーズ

・HD-LCU3-Cシリーズ
・HD-LCU3シリーズ
・HD-LLU3-Fシリーズ
・HD-LLU3-Eシリーズ
・HDV-SAU3/Vシリーズ
・HD-AVSU3シリーズ
・HD-AVSU2/Vシリーズ

・HDCZ-UTシリーズ
・AVHD-AUTBシリーズ
・HDCL-UTCシリーズ
・HDCL-UTBシリーズ
・HDCL-UTシリーズ
・AVHD-AUTシリーズ

・HD-LSU2シリーズ
・HD-ALSU2/Vシリーズ
・HD-LBFU2シリーズ
・HD-LBU2/Vシリーズ
・HD-LBU2シリーズ

・AVHD-URシリーズ
・AVHD-ACシリーズ
・AVHD-AUシリーズ
・AVHD-UVシリーズ
・HDCA-Uシリーズ
・HDCA-LUシリーズ



次はいよいよ視聴確認。
詳しくは裏面へ！

※テレビ側の取扱説明書でご確認ください。
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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。

インターネット回線で接続
する場合は「ＩＰ」を、電話回
線で接続する場合は「電
話」を選択して“次へ“の赤
色ボタンを押し、選択した項
目の設定を行ってください。

接続テレビの
設定

P.35取扱説明書P.35取扱説明書 P.35～P.36取扱説明書

ＩＣカード
テスト

6 センター
接続方法選択

P.37～P.41取扱説明書

お好きな4桁の暗証
番号を決めて2回入
力してください。
※画面上には「＊」印が表示
されます。（数字は表示され
ません）

視聴制限年齢を設定
します。
「4才」（工場出荷時）～
「19才」（1才単位）、
「無制限」を設定します。

P.37取扱説明書

正常入力後正常入力後 暗証番号は必ずメモを
とってください。
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1

暗証番号設定・
制限項目設定

「ステップ1」の④で
ＵＳＢハードディスク（推奨品）と接続している場合、
登録確認画面が出ます。
画面にしたがって、登録をしてください。

HDMI入力

カードテスト

ICカードテスト OK

戻る 次へ青 黄赤 緑

　　　 チャンネルスキャン画
面が表示されてから、ICカード
テストが自動で行なわれます。

OK

　　　 ICカードを確認のうえ
挿入しなおし、「決定」を押して
テストを実行してください。

NG

接続テレビ設定

１６：９テレビ画面
オートＨＤＭＩ出力解像度 
PCM デジタル音声出力

接続するテレビの設定を行ってください。
かんたん設置設定終了後でも変更できます。

戻る 次へ青 黄赤 緑

設定完了！設定完了！設定完了！この画面が出たらこの画面が出たらこの画面が出たら
を押してを押してを押して

かんたん設置設定
はじめに「かんたん接続・設定ガイド」を見て
事前準備を行なってください。
・ICカードを正しく挿入してください。
・同軸ケーブルを接続してください。
・USBハードディスク録画をする場合は
　USBハードディスクと本機を接続してください。
「決定」ボタンでかんたん設置設定を開始します。

いいえはい

新しいUSBハードディスクが見つかりました。
録画・再生用として登録しますか？

USBハードディスク登録確認

制限項目設定

4才視聴制限年齢
戻る 次へ青 黄赤 緑

視聴を制限する年齢を設定してください。

センター接続方法選択

センター接続方法選択 電話 IP
戻る 次へ青 黄赤 緑

センター接続方法を選択してください。
かんたん設置設定終了後でも変更できます。

暗証番号入力
暗証番号を入力してください。

1文字削除
～ 番号入力

－－－－

01
青 黄赤 緑戻る 次へ

かんたん設置設定
以上でかんたん設置設定は終了です。

「決定」ボタンを押してください。

戻る青 黄赤 緑

・ ご契約のチャンネルが視聴できない場合は

・USBハードディスクを接続されている場合は、
この後に表示される画面に従って
登録を行ってください。

　本機の電源を切らずに
　１～２時間そのままお待ちください。

Pi !

ステップ 2
設定前の
準備をしよう！
設定前の
準備をしよう！

側面のICカードロック扉を
前面から背面方向に
スライドさせて開き、
付属のICカードを奥に
突き当たるまで差し込む。

スライドして開く

P.24取扱説明書

1
ICカードの
絵柄表示面
を上に

ICカードを挿入する。 2

リモコンに電池
（単３形）2本を入れる。

P.19取扱説明書

リモコンに
電池を入れる。

3
チューナーの電源を入れる。

電源端子へ

❶ コンセントに挿す。

家庭用AC100V
コンセント

専用電源コード（付属品）

必ず付属の専用電源コードを
ご使用ください。

他の電源コードを使用しないでください。また、本機に
付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。

電源コードの接続は最後に！
チューナーの電源コードは、すべての接続が
終わってからコンセントに接続してください。

❷ 電源ボタンを押す。
チューナー本体の
電源ボタンまたは、
リモコンの
電源ボタンを押して、
チューナーの
電源を入れる。

P.16～P.17取扱説明書

● 電源ＯＮ時⇒黄緑色に点灯
● 電源ＯＦＦ時⇒赤色に点灯

ステップ 3

4
テレビの
入力切替をする。

お使いのテレビによって「HDMI」「ビデオ入力」など
名称が異なります。

チューナーを接続後、テレビの電源を入れ、リモコンを
使って、テレビの入力をHDMI入力に切り替える。

現在お使いのICカードは
入れないでください。

を押す を押す を押す を押す

を押す初期設定を
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！
初期設定を
はじめよう！

カーソルを
移動・選択する。

選択したカーソルを
決定する。

次の画面に進む。

リモコンのボタンでカンタン操作！
左の画面が表示されたことを
確認してください。

かんたん設置設定
開始の確認

自動で 　 まで進みます。5

戻る 次へ青 黄赤 緑

戻る 次へ青 黄赤 緑

チャンネルスキャン
チャンネルスキャンが完了しました。

を押す

チャンネルスキャン

「決定」を押し
「チャンネルスキャン」を
行ってください。

チャンネルスキャン画面が
表示されます。
チャンネルスキャン終了まで
お待ちください。

チャンネルスキャンに失敗した場合は、
同軸ケーブルの接続をご確認ください。

チャンネルスキャン終了後、
チャンネルスキャンの
結果が表示されます。

「決定ボタンで」チャンネルスキャンを開始します。
チャンネルスキャンを中断すると
スキャン内容が無効になりますのでご注意ください。



視聴確認！視聴確認！視聴確認！視聴確認！
Ch.599が映るか見てみよう！

ボタンはココ！
Ch.599

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。

が映ればOK！

新規ご加入

または複数
台目 

追加ご契約
の

お客様へ

いずれかの方法でご加入手続きをお願いいたします。
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。

チャンネルのお申込み後、
ご視聴希望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、混雑状況によって、
　お待ちいただく時間が変わる場合がございます。

ご視聴スタート！
受付時間
10：00～20：00
（年中無休）

https://www.skyperfectv.co.jp/スカパー!
公式サイト

0120-818-666スカパー！
カスタマーセンター
（プレミアムサービス光窓口） ※電話番号はおかけ間違いのないようお願いします。　※お電話いただく前に、有料放送契約約款（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。


