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※１　カラオケでは一曲の収録時間が短いため  ”スキップ”が利かない場合があります。

１．リモコンの使い方
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ボタン名（リモコンA表示名） リモコンA リモコンB 機能

1 電源 ● お使いのテレビの電源を入/切。

2 音量 ● お使いのテレビの音量調節。

3 消音 ● お使いのテレビの音量を一時的に消音。

4 入力切替 ● お使いのテレビの入力切り替え。

5 チャンネル ● お使いのテレビのチャンネル切り替え。

6 電源 ● ● 対応機器本体の電源を入/切。

7 HOME（ホーム） ● ● ホーム画面を表示

8 設定 ● ● Info・設定メニューを表示

9 MENU ● -

10 戻る ● ● 前のメニューに戻る。

11 ▲▼ ● ● カーソルの移動。

12 決定 ● ● 決定。

13 更新 ● メニュー画面の更新。

14 キャンセル ● ● -

15 早戻し ● ● 動画再生時：動画の早戻し。（押すごとに5倍速→10倍速→通常に切り替え）

メニュー表示時：次ページへ移動

16 再生/一時停止 ● ● 動画の再生/一時停止。

17 早送り ● ● 動画の早送り。（押すごとに5倍速→10倍速→通常に切り替え）

スキップ（前） ● ● 動画再生時：動画を前にスキップ。※1　メニュー表示時：3ページ前へ移動

スキップ（次） ● ● 動画再生時：動画を後にスキップ。※1　メニュー表示時：3ページ後に移動　

19 停止 ● ● 動画再生の停止。

20 文字（文字モード） ● ● -

21 クリア ● ● 入力した文字の削除。

22 変換 ● -

23 0～9（*＃以外） ● ● 文字入力に使用。または、該当番号へのショートカットキーとして使用。

24 赤・青・緑・黄 ● -
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リモコンBでテレビの操作をする

【STEP 1】
① 電源ボタン（テレビ）を押したままにします。

② お使いのテレビにあった番号を入力します。

メーカー名 入力する番号 メーカー名 入力する番号

SONY 001/002 パイオニア 032/033

Panasonic 003/004 NEC 034/035

SHARP 005/006/007 FUNAI 036/037/038/039/

日立 008/009/010/011 040/041

東芝 012/013/014 SAMSUNG 042/043/044/045/

ビクター 015/016/017 046

三洋 018/019/020/021 LG電子 047/048/049/050/

三菱 022/023/024/025 051/052/053

富士通 026/027/028/029/ Philips 054/055/056

030 AIWA 057/058/059

I-O DATA 031 バイ・デザイン 060

※ 上表にないテレビは、本製品のリモコンで操作できません。

※ この設定はリモコンをテレビに向けて行う必要はありません。

※ 複数の番号があるメーカーでは、前の番号からお試しください。動作しない場合は次の番号を

お試しください。

※ 一部、動作しない機器もあります。動作しない場合はお使いのテレビに付属のリモコンを

お使いください。

※ テレビを買い換えた際は、買い換え後のテレビに合わせて、もう一度設定してください。

※ 初期値は「000」が設定されています。「000」の場合、テレビに関するボタンは動作しません。

【STEP 2】

お使いのテレビを操作できるかご確認ください。

※動画再生中にメニュー表示をするには「■」（停止）ボタ
ンか「戻る」ボタンを押してください。

■リモコンが効かない場合
液晶テレビに対応機器を接続している場合は、対応機器を液
晶のバックライトにかからない位置に設置してお試しください。

■リモコンの操作範囲
リモコン操作は、本体受光部から4.5m、左右に20度までの範

囲で行ってください。

　　「▲」「▼」「　」「　」　　　カーソルの移動

　　「決定」 　　　　決定

　　「　　」「戻る」 　　　　一つ前の画面に戻る

　　「数字キー」 　　　　該当番号へのショートカット

　　「　　　」「　　　」　　　　　次ページへ移動

　　「　　」「　　」　　　　　　　3ページ移動

メニュー操作でよく使うボタン
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画面は実際のものと異なる場合があります

サービスメニュー
各サービスの入り口となります。
※USENはフレッツ回線で接続している場

合にのみ表示されます。

InfoInfoInfoInfo・設定
メール（お客様あてのお知らせ）の確認や、ペアレ
ンタルロックなどの各種設定が行えます。

２．ホーム画面と基本操作

ビデオ視聴履歴（P.7P.7P.7P.7）
最近観たビデオ作品が表示されます。

ペアレンタルロックを設定している場合に表示されます

PPVの視聴に使用できるポイント残高が表示されます

ステータスバー

　　　　　　インフォメーション

　　　　　　メール

　　　　　　ヘルプ

ショートカットアイコン
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３－１．ビデオの視聴方法

HOMEから「ビデオ」を選択

ジャンルを選択

サブジャンルを選択

視聴する作品を決定

再生スタート

※カーソルが一番下にある状態でさらに「▼」キーを押すと、メニュー
がスクロールして表示されていないサブジャンルが表示されます。

1

2

3

5

4

1 2 3 4 5

トリックプレイ

◆早送り（早戻し）ボタン
　　押す回数で再生速度を変更できます。
　　（5倍速　→　10倍速　→　通常速度）

◆スキップ（前・次）ボタン
　　一度押すと5分先（または手前）にスキップできます。

ビデオ再生中の早送り（早戻し）、スキップが可能です。
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３－２．作品検索

「チャンネル・ビデオ」から「作品検索」を選択

パレット上の文字にカーソルを合わせ、文字を入力

作品検索または人名検索を選択し検索を実行

作品を指定して、再生スタート

※リモコンの数字キーでも文字入力ができます。

1

2

3

4

1 2

◆作品検索　：　タイトル名称の一部でも一致すれば結果に表示

　例>　“ドラゴン”で検索

　結果　ドラゴンボール
　　　　　実録ブルース・リー／ドラゴンを呼ばれた男
　　　　　ドラゴン ～竜と騎士の伝説 ～
　　　　など・・・

◆人名検索　：　出演者名の前方の文字に一致すれば結果に表示
　　　　　　　　　（検索にHitした出演者が出演しているタイトルを表示）

　例>　“ブラ”で検索

　結果　ベンジャミン・バトン　数奇な人生　（ブラッド・ピット出演作品）
　　　　　マンダレイ　　（ブライス・ダラス出演作品）

※ペアレンタルロックがかかっている場合、R指定作品は表示されません。
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３－３．ビデオ視聴履歴・続き再生

HOMEから「ビデオ視聴履歴」を選択

最近視聴した作品一覧の中からタイトルを選択

視聴するコンテンツを選択

「前回の続きから観る」または、「最初から観る」を選択

再生スタート

1

2

3

4

◆視聴履歴　： 過去1ヶ月以内に視聴した作品のタイトルが表示されます（最大30件）
　　　　　　　※ドラマ、アニメなど、タイトルの中に話数が存在する作品については
　　　　　　　　　未視聴の話数も表示されますが、レ点チェックが付いている話数が
　　　　　　　　　視聴したコンテンツになります。

◆続き再生　： 視聴履歴に該当する作品を再度視聴する際は、前回視聴を中断した
続きから視聴する事ができます。

　　　　　　　※視聴開始後直ぐに再生を停止した場合や、作品を最後まで視聴した場合
　　　　　　　　　には続き再生は選択できません。

視聴履歴は任意で機能を有効/無効にできます。
※無効にした場合、過去の視聴履歴はクリアされます。
※視聴履歴機能を有効のまま履歴だけ消去したい場合
　　には、「履歴を消去する」を選択してください。

HOMEHOMEHOMEHOME　＞　InfoInfoInfoInfo・設定　＞　視聴履歴設定

視聴履歴設定

設定画面表示までの流れ

1 2 3 4



ビデオ視聴の要領で作品をしぼり込みます

４．PPV（ペイ・パー・ビュー）作品の購入・視聴方法

購入する商品を決定

※購入済み作品の場合はここで再生が開始されます。
　ただし、視聴可能期限を過ぎると再度購入する必要があります。

購入済みの場合は
ここで再生スタート

視聴（購入）する作品を決定

このアイコンがついていたらポイントが利用対象商品です。

このアイコンが目印

1

2

3

8888再生スタート

購入履歴

HOMEHOMEHOMEHOME　＞　InfoInfoInfoInfo・設定　＞　購入履歴

◆PPV作品またはPPDの購入履歴を当月含み過去3ヶ月まで確認できます。
　視聴期限内であればここから再生することも可能です。
　※PPVアダルトの購入履歴は表示されません。

設定画面表示までの流れ

1 2 3 4

ご請求金額をご確認いただき「はい」を決定
4

このアイコンがついている商品はポイント利用で無料になります。



５．チャンネルの視聴方法（FOX等の専門ch）

視聴するチャンネルを選択

ホームから「チャンネル・ビデオ」を選択

※一部のチャンネルはフレッツ回線で接続している場合のみ表示されます。
※フレッツ回線で接続している場合、先頭に[ノンストップ]と表示される
　ビデオのランダム再生がお楽しみいただけます。

番組表の確認方法

1

2

9999

再生スタート

1 2

右に表示される「番組表」を決定すると、当日より1週間の番組表が表示されます。

※先の番組表が確認したい場合は、日付にカーソルを合わせたまま決定
もしくは、左右の十字キーで日付を変更することができます。

ノンストップチャンネルの楽しみ方

1

2
3

4

現在、ランダム再生されている作品名

現在ランダム再生途中の作品を最初から
ご覧いただけます。

現在ランダム再生している作品の他の
話数をご覧いただけます。

次にランダム再生される作品を先に
ご覧いただけます。

1

2

3

4

（フレッツ回線専用サービス）



６．USENの視聴方法（フレッツ回線専用サービス）

ホームから「USEN」を選択し、好みのジャンルを選択

聴きたいチャンネルを選択

1

2

再生開始

4

※曲名情報のあるチャンネルでは画面に現在曲、および後の曲の計2
曲が表示されます。

10101010

1 2

再生

3

3 4



７．カラオケの楽しみ方

ホームから「カラオケ」を選択 文字入力パレットの操作方法

※濁点は該当行のボタンを連続して押す事で入力可能です。
例）　カ→キ→ク→ケ→コ→ガ→ギ→グ→ゲ→ゴ

歌いたい曲の検索方法を選択

歌う曲を選択

「曲名から探す」「歌手名から探す」1

2

3

11111111

再生スタート

※文字パレットにカーソルを合わせる、またはリモコンの数字キーにて
文字入力をし、「曲名から探す」、「歌手名から探す」を決定して検索を
行います。

◆方法１
「矢印」キーでパネル上の文字ボタ
ンにカーソルを合わせ、「決定」キー
で入力

◆方法2
リモコンの「数字」キーで直接入力

カラオケマイクについて

カラオケをお楽しみいただくために、オプションでキーコン付カラオケミ
キサー（マイク2本）をお求めいただくことが可能です。
※詳しくはカスタマーセンターまでお問い合わせください。

1 2 3



4ケタのパスワードをリモコンの「数字」キーで入力

希望するペアレンタルロックのレベルを選択して設定する

HOMEHOMEHOMEHOME　＞　InfoInfoInfoInfo・設定　＞　ペアレンタルロック設定

設定画面表示までの流れ

パスワードは初期設定で設定した数字4ケタのパスワードとなります。

R指定ビデオの視聴制限の
設定・解除が完了します

画面の見方

ロック解除 　　　R指定ビデオ作品の制限を解除します

アダルトロック 　　　アダルトビデオ作品がメニューから表示されなくなります

R20ロック 　　　アダルトビデオ作品および、R20ビデオ作品がメニューから
　　　表示されなくなります

R18ロック 　　　アダルトビデオ作品、R20ビデオ作品、R18ビデオ作品が
　　　メニューから表示されなくなります

フルロック 　　　すべてのR指定ビデオ作品がメニューから表示されなくなります

８．ペアレンタルロックの設定・解除方法

1

2

3

1 2

12121212



チャンネル・ビデオ

フレッツお客様ID（NTT東：開通のご案内に記載）
Sub No.（NTT西：お申込内容のご案内に記載）を入力

画面の手順に従い手続きを完了する

※フレッツ回線開通時に東西NTTから送られた書類をご確認ください。

フレッツ専用サービスのご利用開始

９．フレッツ回線専用サービスのご利用方法

フレッツ回線専用サービスとは

[ノンストップ]ビデオ

FOX
エンタメ～テレ☆シネドラバラエティ

ゴルフネットワーク
スペースシャワーTV

ミュージック専門/VMC

USENUSENUSENUSEN
USEN on フレッツ

上記サービスのご利用には「チャンネル設定」が必要です

チャンネル設定の方法

※ご利用はNEXT×USENバリューパックまたは、
　USENチャンネルパックへのお申し込みが必要となります。

※手続き完了の翌営業日の夕方に設定完了します。

HOMEHOMEHOMEHOME　＞　InfoInfoInfoInfo・設定　＞　チャンネル設定

設定画面表示までの流れ

1

2

3

13131313



◆添付資料　　　　　　　　　　　　　－　ネットワーク設定および初期設定方法　－

【Check１】

「設定する」を選択して、リモコンの「決定」ボタンを押して
ください。

【Check２】

ネットワーク接続の方法を選択してください。

通常は「接続方法を自動的に検出する」を選択して、
「決定」ボタンを押してください。

使用されている画像は実際のものとは異なる場合があります。

ネットワーク設定

【Check３】

自動検出が開始されます。
※ネットワークの検出には1分～2分程度かかる場合があります。

【Check４】

検出されたネットワーク接続を選択して、
「決定」ボタンを押してください。
※ネットワーク接続が検出されなかった場合には再度自動検
出を試してください。繰り返し自動検出を試してもネットワーク
接続がみつからない場合には「自分で設定する」を選択し、
ネットワーク設定を実行してください。

【Check５】

ネットワーク設定が変更されるまでしばらくお待ちください。

初期設定 へ続く



◆添付資料　　　　　　　　　　　　　　－　ネットワーク設定および初期設定方法　－

初期設定　その①

初めて「U-NEXT」をご利用になる場合、初期設定画面が表示されます。
ここで行った設定は、サービス開始後リモコンの「設定ボタン」を押して変更することができます。

チャンネル設定（フレッツ回線、NGN回線のみ）

既に設定済みの場合にはこちらの画面は表示されません。

使用されている画像は実際のものとは異なる場合があります。

ペアレンタルロック

（視聴年齢制限）設定へ



◆添付資料　　　　　　　　　　　　　　－　ネットワーク設定および初期設定方法　－

【サービス開始】

使用されている画像は実際のものとは異なる場合があります。

ペアレンタルロック（視聴年齢制限）設定 パスワード設定 メルマガ登録

ペアレンタルロックは初期値（解除）になっております。
また、ペアレンタルロックの設定・解除に必要なパスワードも
再度登録してください。

メルマガ登録済みの方は再登
録の必要はございません。

全ての設定が完了し
サービスが開始されます。

完了

【ご注意】
ファームアップを行うと機器設定は
初期状態に戻ります。

　・再生プレイヤー設定
　・画面設定

上記設定を変更する場合にはリモコンの「設定ボタ
ン」を押し、Info・設定より機器設定を選択してください。

初期設定　その②

【Check１】
「ロック解除」のままでよろしければ、「OKOKOKOK」を選択し、

リモコンの「決定」ボタンを押してください。

その他の年齢制限を設定する場合は、制限をかけたい
状態を選択して、一度リモコンの「決定」ボタンを押すと
チェックされますので、その後「OKOKOKOK」を選択し、リモコンの

「決定」ボタンを押してください。

【Check２】

数字４桁でパスワードを設定してください。
リモコンの数字キーでパスワードを入力してください。

下の入力欄に、確認のためリモコンの数字キーで
もう一度同じパスワードを入力してください。

最後に「設定する」を選択して、
リモコンの「決定」ボタンを押してください。



①本体の【MENU】+【↑】+【→】を押しっぱなしにします。
　　※作業完了まで手を離さないで下さい。

②ACアダプターを抜き、再度差し込みます。

③赤い【RECORD】ランプが点滅しているのを確認。
　　※点灯ではない

④①で押したボタンから手を離してください。

→強制初期化が開始されます。

VIP 1200Jの強制初期化

①本体底面（地面と接している面）の【Aボタン】を
　押しっぱなしにします。
　※作業完了まで手を離さないで下さい。

②ACアダプターを抜き、再度差し込んで下さい。

③オレンジの【ACC】ランプが点滅しているのを
　確認して下さい。（点灯ではない）

④①で押した【Aボタン】から手を離してください。

→強制初期化が開始されます。

AV-LS500Lの強制初期化

①ACアダプターを抜き、再度差し込みます。

②青ランプが高速点滅（ゆっくり点滅や点灯や消灯
　ではない）するのを確認。

③リモコンで【更新】+【青】を押しっぱなしにします。
　　※必ず【更新】を先に押してから【青】を押す
　　　ようにして下さい。

④青ランプ消灯、【ACCESS】ランプが点滅するの
　を確認。

⑤③で押したボタンから手を離します。

→強制初期化が開始されます。

AV-LS500ULの強制初期化

次ページに強制初期化の成功例・失敗例があります。

※強制初期化を実行すると、ネットワーク設定およびペアレンタルロック
　　等の初期設定はクリアされます。

◆添付資料　　　　　　　　　　　　　　　　　－　対応機器の強制初期化方法　－



『しばらくお待ち下さい』

VIP 1200JVIP 1200JVIP 1200JVIP 1200J AV-LS500ULAV-LS500ULAV-LS500ULAV-LS500UL AV-LS500LAV-LS500LAV-LS500LAV-LS500L

オレンジ色ランプ
点滅（ACC）
点滅時間：30秒程

黄緑色ランプ点滅
（ACCESS）
点滅時間：30秒程

赤色ランプが点滅
（RECORD）
点滅時間：30秒程

『機器の初期設定を行っています。しばらくお待ち下さい』

『初期設定を行いました。再起動を行ないます。しばらくお待
ち下さい。』

成功成功 失敗失敗

オレンジ色ランプ
一瞬だけ光る

黄緑色ランプ点滅
なし

赤色ランプ点滅な
し

『しばらくお待ち下さい』

『前回正常に終了されませんでした。
電源は終了処理を待ってから抜いてください。』

起動画面

起動画面

失敗した場合は、再度前ページの
①からやり直して下さい。

1～2分程黒い画面

VIP 1200JVIP 1200JVIP 1200JVIP 1200J AV-LS500ULAV-LS500ULAV-LS500ULAV-LS500UL AV-LS500LAV-LS500LAV-LS500LAV-LS500L

◆添付資料　　　　　　　　　　　　　　　－　対応機器の強制初期化方法（結果）　－


