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地上

番組情報

番組表

 

ＢＳ ＣＡＴＶ

ｄ

テレビの電源をオン/オフします。

テレビ電源ボタン 28ページ

※　　は取扱説明書のページ番号です

本機の電源をオン/オフします。

電源ボタン 22ページ

地上/BS/CATV放送の選局リスト表示を
切り換えます。

選局切換ボタン 36ページ

データ放送の画面を表示します。

dボタン 43ページ

テレビの音声を消します。

消音ボタン 28ページ

テレビのチャンネルを切り換えます。

チャンネル＋/－ボタン 28ページ

テレビの入力を切り換えます。

入力切換ボタン 28ページ

EPG（番組ガイド）を表示します。

番組表ボタン 30ページ

番組の詳細情報を表示/非表示します。

番組情報ボタン 29ページ

設定項目をキャンセルしたり、前に戻ったり、
上位メニューに戻るときに使用します。

戻るボタン 25ページ

ナビ画面を表示/非表示します。

ナビボタン 29ページ

テレビの音量を調整します。

音量＋/－ボタン

チャンネルを切り換えます。

チャンネル＋/－ボタン 29ページ

直前に視聴していたチャンネルに戻ります。

前選局ボタン 29ページ

字幕放送番組の字幕をオン/オフします。

字幕ボタン 29ページ

お好み選局の画面を表示します。

お好みボタン 30ページ

チャンネル番号や数値を直接入力します。

チャンネル/数字ボタン 30ページ

地上/BS/CATVの放送番組へ切り換えます。

		放送切換用ボタン
（地上/BS/CATV）

29ページ

ハイライトを移動したり、設定値を選択します。

▲▼��ボタン 22ページ

マルチ映像や二重音声の設定メニュー画面
を表示します。

映像/音声ボタン 29ページ

チャンネルリストを表示します。

CHリストボタン 30ページ

画面上で指示が出たときに使用します。

		カラーボタン
（青/赤/緑/黄）

44ページ

設定事項を保存して上位メニューへ
移動したり、選択事項を決定します。

決定ボタン 22ページ

リモコン各部の名前とはたらき

も　く　じ

リモコン各部の名前とはたらき ... 1 ページ

地上デジタル／BS／
CATV 放送を切り換える .............2 ページ

見たい番組を選ぶ ..........................3 ページ

データ放送を見る ..........................4 ページ

  JC-3500 基本操作ガイド基本操作ガイド
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コミュニティーチャンネルコミュニティーチャンネル

ＰＰＶ(ペイ・パー・ビュー)ＰＰＶ(ペイ・パー・ビュー)

地上 101

1.000

8月22日（日）20:45

決定ボタンで確定

▲▼ボタンで希望メニュー選択

設定設定

地上 地上デジタル放送地上デジタル放送

ＢＳ ＢＳデジタル放送ＢＳデジタル放送

CATV ＣＡＴＶＣＡＴＶ

ＥＰＧ(電子番組ガイド)ＥＰＧ(電子番組ガイド)

 ノースパーク第78話 スキー大好き！！ "ALPEN"
　10/21（火）  0：00～ 0：30（30分） 

285CATV

10月21日 (火) 23:55

スペース・A

コミュニティーチャンネルコミュニティーチャンネル

ＰＰＶ(ペイ・パー・ビュー)ＰＰＶ(ペイ・パー・ビュー)

BS 101

1.000

8月22日（日）20:45

決定ボタンで確定

▲▼ボタンで希望メニュー選択

設定設定

地上 地上デジタル放送地上デジタル放送

ＢＳ ＢＳデジタル放送ＢＳデジタル放送

CATV ＣＡＴＶＣＡＴＶ

ＥＰＧ(電子番組ガイド)ＥＰＧ(電子番組ガイド)

 ノースパーク第78話 スキー大好き！！ "ALPEN"
　10/21（火）  0：00～ 0：30（30分） 

285CATV

10月21日 (火) 23:55

スペース・A

地上デジタル／BS／CATV放送を切り換える

ナビ画面で切り換える

リモコンでダイレクトに切り換える

番組情報

番組表

 

地上 ＢＳ ＣＡＴＶ

ｄ

①	ナビボタンを押す

ナビ画面が表示されます

見たい放送のボタン
（地上／BS／CATV）を押す

選んだ放送画面が表示されます

②	▲▼ボタンで
	 見たい放送を選んで
 決定ボタンを押す

③	選んだ放送が表示されます

▼ナビ画面

取扱説明書 31 ページ

取扱説明書 29 ページ

MemoMemo

・ 放送（地上／ BS ／ CATV）を切り換えると、その放送で最後に視聴していたチャンネルを
受信・表示します。

・ 取扱説明書では「放送（地上／ BS ／ CATV）」を「ネットワーク」と表記しております。
 また、地上／ BS ／ CATV の放送切換ボタンを「ネットワークボタン」と表記しております。
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EPG（番組ガイド）から番組を選ぶ

CATV 678281

模擬試験 TOE

モダンデジ

ドリームワー

ルドTV

ハイビジョン

の機能 ［9］

191 192

マニアトリックス ［パート

カラー］（2003）アメリカ

ノースパーク

第78話

スペインサッ

カーリーガ・

セニョリータ ・・・・・・・

・・・・・・・

・・

206

ムービークラ

ッシュ映画が

好き～『モン

ブラン』

ダイレクトヒ

ットショップ

ワールドミュ

ージック

日本～演歌～

CATV 345

ノースパーク

ドリームワー

ルドTV

番組検索 日付選択 予約一覧ズーム

ノースパーク第78話　スキー大好き！
191  Selection TV

10/21 (火） 0：00 ～ 0：30 (30分）

10月19日（日）23:00

22:00

23:00

0:00

1:00

2:00

10/22 (水） 10/23 (木） 10/24 (金） 10/25 (土） 10/26 (日） 10/27 (月） 10/28 (火）

ムービークラ

ッシュ映画が

好き～『モン

ブラン』

ワールドニュ

ースサテライ

ダイレクトヒ

ットショップ

今日の天気 ワールド通販

BS BS CATV CATV CATV258

10/21 (火）

青 赤 緑 黄

 ノースパーク第78話 スキー大好き！！ "ALPEN"
　10/21（火）  0：00～ 0：30（30分） 

285CATV

10月21日 (火) 23:55

スペース・A

今すぐ見る 予約する 戻る使い方

ノースパーク第78話　スキー大好き！
191  Selection TV

10/21 (火） 0：00 ～ 0：30 (30分）

10月19日（日）23:00

青 赤 緑 黄

【番組情報】
お待たせしました！ いよいよ第６シリーズを日本初放送します！ 過激な
のは当たり前、アメリカ社会風刺のエスプリが利いた大人がお腹の底から
笑えるストーリーは今回さらに大爆発！

【番組属性】
〈映像〉  525i    4:3
〈音声〉  ステレオ
〈信号情報〉 映像 1/ 日本語　　外国語
〈視聴制限〉 視聴制限なし

CATV 678281

模擬試験 TOE

モダンデジ

ドリームワー

ルドTV

ハイビジョン

の機能 ［9］

191 192

マニアトリックス ［パート

カラー］（2003）アメリカ

ノースパーク

第78話

スペインサッ

カーリーガ・

セニョリータ ・・・・・・・

・・・・・・・

・・

206

ムービークラ

ッシュ映画が

好き～『モン

ブラン』

ダイレクトヒ

ットショップ

ワールドミュ

ージック

日本～演歌～

CATV 345

ノースパーク

ドリームワー

ルドTV

番組検索 日付選択 予約一覧ズーム

ノースパーク第78話　スキー大好き！
191  Selection TV

10/21 (火） 0：00 ～ 0：30 (30分）

10月19日（日）23:00

22:00

23:00

0:00

1:00

2:00

10/22 (水） 10/23 (木） 10/24 (金） 10/25 (土） 10/26 (日） 10/27 (月） 10/28 (火）

ムービークラ

ッシュ映画が

好き～『モン

ブラン』

ワールドニュ

ースサテライ

ダイレクトヒ

ットショップ

今日の天気 ワールド通販

BS BS CATV CATV CATV258

10/21 (火）

青 赤 緑 黄

番組ガイドを開く前に見ていた画面

選択している番組の番組情報

番組ガイド表示中に使える各種機能

放送時間や番組タイトルなどの情報が
表示されます

リモコンの各カラーボタン押すと以下の機能が使えます

選択している番組名・チャンネル
黄色で表示されます

■ 番組表の放送 （地上デジタル/BS/CATV）
 を切り換えるには…

 いずれかの放送ボタン
	（地上デジタル/BS/CATV）を押す

■ 指定したチャンネルの番組表を見るには…

 数字ボタンで3桁のチャンネル番号
 を入力する

…番組を検索する

…番組表の日付・時間
　を変更する

…番組表をズーム
	（拡大/縮小）表示する

…予約一覧を表示する

現在の日付・時刻

地上 ＢＳ ＣＡＴＶ

見たい番組を選ぶ

EPG（番組ガイド）の見かた

番組情報

番組表

 

①	番組表ボタンを押す

番組ガイドが表示されます

②	▲▼`aボタン
 で番組を選んで
 決定ボタンを押す

※	 ナビ画面から「EPG（電子番組ガイド）」を
	 選んでも表示できます。

放送中の番組の場合
選んだ番組が全画面表示されます

これから放送される番組の場合
番組情報が表示されます

▼番組ガイド画面

取扱説明書 45 ページ

取扱説明書 44 ページ
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データを取得中です

データを取得中です

戻る黄次へ赤 データオンライントップへ青

番組トピックス番組トピックス
ニュースニュース

天気予報天気予報

番組
トピックス

番組
トピックス

芸能/スポーツ芸能/スポーツ

ショッピングショッピング

株式市況株式市況

FLASH NEWSFLASH NEWS

戻る黄次へ赤 データオンライントップへ青

番組トピックス番組トピックス
ニュースニュース

天気予報天気予報

番組
トピックス

番組
トピックス

芸能/スポーツ芸能/スポーツ

ショッピングショッピング

株式市況株式市況

FLASH NEWSFLASH NEWS

 ノースパーク第78話 スキー大好き！！ "ALPEN"
　10/21（火）  0：00～ 0：30（30分） 

285CATV

10月21日 (火) 23:55

スペース・A

データ放送を見る

ｄ

ｄ①	デジタル放送番組を
	 選局し、画面下の
	 「データを取得中です」
	 メッセージが消えたら
 dボタンを押す

②	画面から見たい項目を選ぶ

番組によりカラーボタンなどを使った専用の選択画面や数字
入力画面が表示されます。画面の指示に従ってください。

dボタンを押す

データ放送画面が消えます

▼データ放送画面（例）

取扱説明書 43 ページデータ放送のある番組を選局する

デジタル放送番組に戻るには


