
ワンセグを見る

ワンセグ放送について

●  ワンセグ放送では受信状態が悪くなると、映像のブロックノイズ、音声途切れ
の発生や静止画面、黒画面となり音声が出なくなることがあります。

●  車で移動して受信する場合は、家庭用に比べて受信可能エリアが狭くなります。
  また、車の場所や方向、速度などにより受信状態が変化します。
●  本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた携帯電話などの機器を、本機
に近づけると、その影響で映像・音声などに不具合が生じる場合があります。
それらの機器とは離してご使用ください。

●  本機はARIB（電波産業会）規格に基づいた商品仕様になっております。
   将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。
●  本機はデータ放送・緊急警報放送には対応していません。
●  本機は地上アナログ放送には対応していません。
●  本機には、録画機能はありません。

本製品は、AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、
お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為に係る個人使用を
除いてはライセンスされておりません。
●  AVC規格に準拠する動画（以下、AVCビデオ）を記録する場合
●  個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたAVCビデオを
再生する場合

●  ライセンスをうけた提供者から入手されたAVC ビデオを再生する場合
詳細については米国法人MPEG LA, LLC にお問い合わせください。
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本機は、サイドブレーキの配線による安全機能を備えております。
車内で使用するときは、必ず、サイドブレーキコードを正しく接続し、車載用
スタンドに固定してご使用ください。
●  安全のため、走行中はワンセグの映像が表示されず、音声のみとなります。
   必ず、安全な場所に停車して操作してください。
●  サイドブレーキコードを接続している場合は、停車中でもサイドブレーキを
引かないと映像は表示されません。

●  サイドブレーキコードの配線ができない場合は
  走行／停止判定を「自動」に設定してください。（P. 124）
   設定の変更は、車載用スタンドに取り付ける前に行ってください。
   「自動」に設定した場合には、GPSの受信状況等によっては、走行中の操作
やワンセグ視聴が可能になる場合がありますので、必ず安全な場所に停車さ
せてご使用ください。112 113
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1 ロッドアンテナを伸ばす

2  AV → ワンセグ を選ぶ
● ワンセグに切り換わります。

1 アンテナを伸ばす。
  ●  回転部を完全に引き出して

ください。

2 アンテナの向きを調整する。

  ● 上下方向

  ● 左右方向

ロッドアンテナ使用時
のお願い

●  無理に曲げない。
   破損するおそれがあり
ます。

●  使用しないときは収納
する。

●  本機の上に倒さない。
   受信感度が低下する場合

があります。

天面図

初めてワンセグに切り換えたときは

チャンネル初期設定の画面が表示されます。
自宅周辺など、最もよく使う地点で行ってください。

  開始 を選ぶ スキャン中 ワンセグの映像を表示

●  チャンネルスキャンを開始します。（最大12局）

　お知らせ　
●   受信確認 は、お買い上げの販売店などで、アンテナの入力レベルを確認
する際に使用します。（チャンネルは記憶されません）

●  スキャン中に 中止 をタッチすると、スキャンを中止します。

ワンセグをOFFにするには

 AUDIO OFF  を選ぶ

■ ワンセグ画面に戻るには
    AV → ワンセグ を選ぶ。114 115
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画面をタッチすると
タッチキーが
表示されます。 チャンネルを選ぶ

 ∨ ／ ∧  で選局する

●  チャンネルが切り換わります。

ワンセグの

音量を調整する

 ＋ ／ －  （V
ボ リ ュ ー ム

OLUME）で音量を調整する 　お知らせ　
●  時計表示の箇所に、音量

が約3秒間表示されます。● 調整範囲：０～20（お買い上げ時の設定：10）

同じチャンネルに

複数の番組が
登録されているときは

 サービス切換 を選ぶ 　お知らせ　
●  番組表（P. 119)から、

 サービス切換 を選んで
も、切り換えることが
できます。

●  タッチするごとに番組が切り換わります。

放送局のリスト
を見る

 放送局リスト を選ぶ ■  放送局リスト
●  放送局リストの操作につ

いて、詳しくは P. 118
をご覧ください。

●  放送局リストが表示さ
れます。

明るさを調整する 1  タッチキーから、
 明るさ を選ぶ 2  明るさを

調整する
●   明 ：明るくなる。
●   暗 ：暗くなる。
●  お買い上げ時は、最も
明るい状態に設定され
ています。

チャンネルを
記憶させる

 オート を１秒以上タッチする

●  自車位置周辺で受信できるチャンネルが、12局まで記憶されます。
●  チャンネル初期設定で設定されたチャンネルに上書きされます。
●  受信できるチャンネルが無いときは、チャンネルは記憶されません。

自車位置周辺の
放送局のリストから選ぶ

 エリア をタッチする 解除するには

再度 エリア をタッチする●  自車位置周辺の放送局リストに切り換わります。
  （エリアモード）

受信状態

116 117
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番組表を見る
放送局リストから、
 番組 を選ぶ

■  番組表 ■  番組内容

●  番組表が表示されます。
●  放送局リスト→P. 116

●   ∧ ／ ∨ ：前／次の項目に移動
●  ∧∧／∨∨：前／次のページに移動
●   ＜ ／ ＞ ：前／次のチャンネルに移動
●  番組名にタッチすると、番組内容が表示されます。

放送局のリスト
から選局する

1  放送局リストから、
放送局を選ぶ 2   全画面 を選ぶ 　お知らせ　

●  同じ系列局で、受信で
きるチャンネルが複数
ある場合があります。●  放送局リスト→P. 116 ●  選んだチャンネルに

切り換わります。

音声多重放送の

音声を
切り換える

放送局リストから、 二重音声 をタッチする

●  タッチするごとに、下記のように切り換わります。
   主（主音声）  副（副音声）  主＋副（主音声＋副音声）
    

●  放送局リスト→P. 116

ワンセグの

各種設定をする
1  放送局リストから、

 設定 を選ぶ 2  各項目を設定し、
 完了 を選ぶ

●  チャンネルスキャン
    スキャンする を選ぶと、

マニュアルモードで
スキャンを開始します。

●  音声
   音声を選択できます。
●  二重音声
   音声多重放送のとき、

選択できます。
●  字幕
   字幕を選択できます。

●  放送局リスト→P. 116

118 119
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ワンセグの音声
を聞きながら

ナビゲーション
を使う

 現在地 を選ぶ
ワンセグに
切り換えるには

 AV をタッチする

●  ワンセグの音声を出力
したままナビゲーション
画面に切り換わります。

120

ワンセグを見る


	ワンセグ (MP200D)
	ワンセグ放送について
	ワンセグを見る
	ワンセグを見る
	チャンネルを選ぶ
	ワンセグの音量を調整する
	同じチャンネルに複数の番組が登録されているときは
	放送局のリストを見る
	明るさを調整する
	チャンネルを記憶させる
	自車位置周辺の放送局のリストから選ぶ
	番組表を見る
	放送局のリストから選局する
	音声多重放送の音声を切り換える
	ワンセグの各種設定をする
	ワンセグの音声を聞きながらナビゲーションを使う




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b002730b530fc30d330b9752800270020306b57fa3065304f005d00203053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




