400-1SG003

ワイヤレスワンセグチューナー
取扱説明書
この度は、
ワイヤレスワンセグチューナー「400-1SG003」(以下本製品)をお買い上
げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安
全にお取扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用の前によくご覧く
ださい。読み終わった後もこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください
お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りない
ものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容
①ワンセグチューナー ………… 1個
②ロッドアンテナ ……………… 1本
③スタンドアンテナ …………… 1個

④F型アンテナ変換アダプタ … 1個
⑤充電用USBケーブル ……… 1本
⑥取扱説明書・保証書（本書）… 1部

※欠品や破損があった場合は、品番
（400-1SG003）
と
上記の番号
（①〜⑥）
と名称
（充電用USBケーブルなど）
をお知らせください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

絵表示の意味

1.仕様

対

応

機

種

iPhone Xs・Xs Max・XR・X・8・8 Plus・7・7 Plus・6s・
6s Plus・6・6 Plus・SE・5s・5c・5・4S、
12.9インチiPad Pro(2017)・12.9インチiPad Pro、
10.5インチiPad Pro(2017)、9.7インチiPad Pro・
9.7インチiPad(2018)、9.7インチiPad(2017)、
iPad Air2・Air・第4世代・第3世代・iPad 2、
iPad mini4・mini3・mini2・mini、
iPod touch（第6・5世代）
Xperiaなどの各種Androidスマートフォン

対

応

O

S

iOS 9.0以降
Android 4.0.3以降

対

応

放

送

日本向け地上デジタル放送方式
（ISDB-T）、
1セグメント対応
（UHF：13〜62ch）

映 像・音 声 形 式

H.264・MPEG-2 AAC

テ

ステレオ・音声多重

レ

ビ

音

声

ビ ッ ト レ ー ト

最大416kbps（放送波の内容に依存）

ア

ロッドアンテナ、
スタンドアンテナ

ン

テ

ナ

イ ン タ ー フェ ー ス

USB microB×1（本製品への充電に使用）

バッテリ ー ※ 1

リチウムイオン電池 3.7V 550mAh（2.04Wh）

電

源

電

圧

DC5V（USB充電時）

消

費

電

流

最大540mA（USB充電時）

充

電

時

間

約3.5時間（電源OFFの状態）

視 聴 可 能 時 間

内蔵バッテリー/約3.5時間（満充電の場合）
※使用状況によって異なります。

使 用 温 度・湿 度 範 囲

0〜35℃・10〜80％（結露なきこと）

サ イ ズ ・ 重 量

約W64×D20×H40mm（アンテナ・突起部含まず）
約45g（本体のみ）

!

警告

人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

視

聴

ア

プ

リ

Air DTV WiFi
※AppStore、GooglePlayストアより無料ダウンロードできます。

!

注意

人がけがを負う可能性、
または物的損害の発生が想定される内容

無

線

L

A

N

IEEE 802.11b/g

注意していただきたい内容

無線LAN到達距離

安全にご使用いただくためのご注意(必ずお守りください)
!

警告

●分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。
●水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
●小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
(飲み込むなど、事故になる恐れがあります)

!

注意

●取付け取外しの時は慎重に作業を行ってください。
(機器の故障の原因となります)
●次のような場所で使用しないでください。
⑸通常の生活環境とは大きく異なる場所
⑴直接日光の当たる場所
(非常に暑くなる場所、
または非常に寒くなる場所)
⑵湿気や水分のある場所
⑶傾斜のある不安定な場所 ⑹ホコリの多い場所
⑺振動の影響を受けやすい場所
⑷静電気の発生する場所
●本製品を長期間使用しない場合は、パッケージに入れて保管してください。
■お手入れについて
⑴清掃する時は電源を必ずお切りください。
⑵機器は柔らかい布で拭いてください。
⑶シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

約8m（障害物のない場合）
※使用環境により異なります。

※Android OSでは字幕表示非対応になります。
※今後のiOS/AndroidOSバージョンアップ、Apple社/Google社のサポート変更に
より動作しなくなる可能性、
もしくはダウンロードできなくなる可能性もございます。
※1：充電は付属の充電用USBケーブルにより、パソコンもしくは
USB-ACアダプタから行ってください。

2.各部の名称とはたらき
①ワンセグチューナー
アンテナ接続ジャック
（側面）
充電LED（充電中：赤色）
電源LED（青色）

電源スイッチ
micro USBポート
（充電用）

3.本製品の充電方法
取扱上のご注意
●本製品とワイヤレス接続中はインターネット通信ができなくなります。インターネット
通信を再開する場合は本製品とのワイヤレス接続を停止してください。
●本製品はデータ放送および緊急警報放送には対応しておりません。
●地上デジタル放送の電波が届く範囲でのみ使用可能となりますが周囲の環境・構造
物により電波が届かないことがあります。全ての電波範囲内での使用を保証するも
のではありません。あらかじめご了承ください。
●録画番組の加工・コピー・編集・転送には対応しておりません。録画したデータは本製
品を接続し、録画に使用したデバイスでの環境のみ再生できます。
●録画タイミングの誤作動や故障により録画できなかった場合において、録画内容を
補償することはできません。

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。最初にUSB給電により充電を行って
ください。付属の充電用USBケーブルでパソコンなどの電源供給のできるUSBポート
に接続すると、自動的に充電が開始されます。
※充電には約3.5時間程度かかります。満充電の状態で約3.5時間動作します。
※電力がなくなった場合、充電LEDが赤色に点滅します。再度充電してからご使用く
ださい。
＜充電LEDについて＞
充電中：赤色に点灯 充電完了：消灯

パソコンのUSBポートに接続

5.視聴アプリ「Air DTV WiFi」のインストール
本製品の使用には接続機器側に専用の視聴アプリ
「Air DTV WiFi」
（無料）
が必要です。
※アプリのダウンロードにはiOSの場合はApple IDが、Androidの場合はGoogle
アカウントがそれぞれ必要です。

充電LED

❶アプリをダウンロードするストアにアクセスします。
※インターネットに接続できる環境で作業してください。

micro USBポート
（充電用）

＜iOSの場合＞
「App Store」を起動します。
＜Androidの場合＞
「Playストア」を起動します。
❷検索ウィンドウに
「Air DTV WiFi」
と入力し、検索ボタンをタップします。

⑤充電用USBケーブル

❸検索結果から
「Air DTV WiFi」を選択し、
インストールボタンをタップします。自動
的にダウンロードを開始し、
インストールされます。

USBポート

USB-ACアダプタ（別売り）を使用して家庭用コンセントに接続
「Air DTV WiFi」アイコン
充電LED

micro USBポート
（充電用）

6.本製品とモバイル機器の接続方法
❶本製品にアンテナを接続し、
電源をONにしてください。
❷本製品をできるだけワンセグ放送を受信しやすい場所
（窓際など）
に設置してください。
※モバイル機器とのワイヤレス通信が可能な範囲に設置してください。

USB-AC
アダプタ
（別売り）

⑤充電用USBケーブル

❸接続するモバイル機器のWi-Fi機能をONにしてください。
※OSや機種によってWi-Fi設定の方法は異なります。
各機器の取扱説明書をご参照ください。
＜iOSの場合＞
「設定」→「Wi-Fi」

4.アンテナの接続方法
ロッドアンテナを接続

＜Androidの場合＞
「設定」→「無線とネットワーク」→「Wi-Fi」

❹検知されるWi-Fiのリストの中から
「iDTV̲WiFi̲xxxxxx」選択します。
※「xxxxxx」は個体ごとに異なります。
※複数のモバイル機器を同時に接続することはできません。

アンテナ接続ジャック

＜iOSの場合＞

②ロッドアンテナ

受信感度が悪い場合はスタンドアンテナまたはご家庭のアンテナケーブル
を接続してください。

スタンドアンテナを接続
③スタンドアンテナ

アンテナ接続ジャック

＜Androidの場合＞

④F型アンテナ変換アダプタ

アンテナケーブルを接続
推奨 ご家庭のアンテナを使用しますので安定した受信が可能です。
アンテナ接続ジャック

❺初回接続時にはパスワードの入力が必要です。

「i8888」
（半角英数）
を入力して、接続してください。
パスワード
※パスワードの変更はできません。
❻正常に認識されると接続が完了です。
※使用には視聴アプリ
「Air DTV WiFi」でのチャンネルの設定が必要です。
「7.本製
品の使用方法」をご参照ください。

④F型アンテナ変換アダプタ
ご家庭のアンテナケーブル

7.本製品の使用方法
視聴アプリ
「Air DTV WiFi」の初回起動時や視聴する地域が変わった場合などは
チャンネルの設定が必要です。

iOSの場合
■初回起動時
❶視聴アプリ
「Air DTV WiFi」を起動してください。
❷下の画面が表示された場合は「6.本製
品とモバイル機器の接続方法」を参照
の上、Wi-Fi設定を行ってください。

❸「地域を設定」の画面で視聴する国を
選択します。

メニューの各部をタップすると、下記の操作を行います。
１ チャンネルリストに戻る
2 番組情報を表示
3 番組表を表示
※右上に日付が表示されますが、
「+」
「−」を押して前後の日に合わせても正常に番組
が表示されない場合があります。
※「×」を押すと視聴画面に戻ります。
4 録画の開始・停止
※録画を開始後もう１度タップすると、録画が停止します。
※録画中はチャンネルの切替えができません。
5 字幕・音声の設定
字幕：無効…非表示 字幕1…表示
二重音声設定：主音声、副音声、二重音声から選択できます。
音声設定：第1音声に固定です。
6 チャンネル一覧を表示・
チャンネル切替え
■録画した番組を観る
❶ホーム画面で録画タブをタップすると、録画した
番組リストが表示されます。
❷再生したい番組をタップすると再生を開始しま
す。

❹右上の「スキャン」をタップします。

＜録画した番組の削除方法＞
❶録画番組のリストが表示された状態で、右上の
「編集」をタップします。
❷録画リスト名の左に が表示されるので、削除し
たい番組の をタップします。
❸番組名右に「削除」
と表示されるので、タップする
と削除されます。

❺チャンネルスキャンが開始されます。

■ラジオについて
アプリ画面にラジオタブがありますが、本製品で
ラジオの聴取はできません。
チャンネルのスキャンは実行されますが、
チャンネル
の検出はできません。

■設定
•基本設定
テレビの時間と同期：本製品では使用しません。
区域：視聴地域の設定
❻スキャンが終了したら、スキャン結果
を保存します。

❼「保存」をタップすると、検出された
チャンネルリストが表示され、
視聴したい
チャンネルをタップすると放送の受信
を開始します。

•録画
録画できるスペース：録画可能な容量を表示します。
下段のバーで上限の調整が可能です。
•情報
アプリのバージョン、情報を表示します。

Androidの場合
■初回起動時
❶視聴アプリ
「Air DTV WiFi」を起動してください。
受信感度が悪い場合はスタンドアンテナまたはご家庭のアンテナケーブル
を接続してください。

❷下の画面が表示されたら、
「 Done」を
タップします。

❸Check WiFi stateの右にDisabled
が表示されている場合は「6.本製品と
モバイル機器の接続方法」を参照の
上、Wi-Fi設定を行ってください。

■2回目以降の起動時
アプリを起動すると、上記❼の保存されたチャンネルリストが表示されます。
初回または前回スキャンした場所と視聴場所が異なる場合は、再度上記❹以降の手順
を行ってください。
■視聴画面
テレビ視聴中に画面をタップすると、画面上にメニューが表示されます。
※何も操作がない場合、
メニューは数秒後に消えます。
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❹下の画面が表示されたら、
「Setting」 ❺地域リストが表示されたら、視聴する国
をタップし、
「OK」をタップします。
をタップし、
プルダウンから
「Channnel Scan」を選択します。
その後、下の「Other」をタップします。
⑴

⑵

⑶

プルダウンから
❻「Tuner Rebooting」
と表示されるの ❼「Setting」をタップし、
「Channnel Scan」を選択します。
で、アプリを再起動します。
再起動後、再度❷の画面が表示され、
その後、右下の「Scan」をタップします。
「Done」をタップします。
⑴

■録画した番組を観る
❶ホーム画面で「Gallery」
をタップします。
タップすると、録画した番組リストが表
示されます。
❷再生したい番組をタップすると再生を
開始します。
＜録画した番組の削除方法＞
❶録画番組のリストが表示された状態で、
削除したい番組を長押しします。
❷(△の中に!)Delete Delete"チャンネ
ル名"?が表示されるので、OKをタップ
すると削除されます。

⑵

⑶

❽チャンネルスキャンが開始されます。

❾スキャンが終了したら、
「Done」をタッ
プします。

■その他の機能
１
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受信感度が悪い場合はスタンドアンテナまたはご家庭のアンテナケーブル
を接続してください。
❿「Done」
タップ後、再度下の画面が表示
されたら、
「Live TV」
をタップします。

⓫「Live TV」をタップすると、検出され
たチャンネルリストが表示され、視聴し
たいチャンネルをタップすると放送の
受信を開始します。

1. サンワ TV
23:00:00-23:15:00

ニュース

１ EPG
：番組表が表示されます。
※右上に日付が表示されますが、
「+」
「−」
を押して前後の日に合わせても正常に
番組が表示されない場合があります。
※「NOW」をタップすると現在放送中の番
組を表示します。
※「×」を押すとホーム画面に戻ります。
2 Sort Channels
：チャンネルリストの
表示順の入れ替えができます。
3 Parental Control
：パスワードの
設定ができ、視聴者の制限ができます。
4 About
：アプリ情報を表示します。

8.Q&A
Q：チャンネルスキャンをしても放送局がみつからない。
A：アンテナがしっかりと接続されているかご確認ください。また受信感度の良い場所
や屋外でのスキャンをお試しください。
Q:接続できない。
A:視聴アプリ
「Air DTV WiFi」をダウンロードされているか、Wi-Fi接続を行っている
か、パスワードに間違いないか今一度ご確認ください。

2. サンワ総合
23:00:00-23:30:00

ニュース＆スポーツ

9.保証規定

3. テレビサンワ
23:00:00-23:30:00

きょうのニュース

4. サンワ TV 携帯

■2回目以降の起動時
アプリを起動後、
「Live TV」
をタップすると保存されたチャンネルリストが表示されます。
初回または前回スキャンした場所と視聴場所が異なる場合は、再度上記❹以降の手順
を行ってください。
■視聴画面
テレビ視聴中に画面をタップすると、画面上にメニューが表示されます。
※何も操作がない場合、
メニューは数秒後に消えます。
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1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で
故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお
買い上げの販売店までお持ちください。
2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
⑴保証書をご提示いただけない場合。
⑵所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
⑶故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
⑷故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
⑸天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
⑹譲渡や中古販売、
オークション、転売などでご購入された場合。
3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受け
いたしかねます。
4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わ
ないものとします。
5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、
または破損についての補償はいたしかね
ます。
6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備
や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図さ
れておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社は
いかなる責任も負いかねます。
7)修理ご依頼品を郵送、
またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書
2

3

4
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メニューの各部をタップすると、下記の操作を行います。
１ チャンネルリストに戻る
2 ミュート設定・解除
3 音量調節
4 録画の開始・停止
※録画を開始後もう１度タップすると、録画が停止します。
※録画中はチャンネルの切替えができません。
5 全画面表示
6 画面をスナップショット撮影
※保存場所は機種により異なります。
7 字幕・音声の設定
Audio Track：Audio NO1に固定
Subtitles(字幕)：Oﬀ…非表示、SUB NO1(jpn)…表示
Preferred decoder：Software Decoder、Hadware Decoderより選択
8 チャンネル一覧を表示・
チャンネル切替え

型 番:

400-1SG003

シリアルナンバー：

お客様・お名前・ご住所・TEL

販売店名・住所・TEL

担当者名
保証期間 6ヶ月

お買い上げ年月日

年

月

日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
ver.1.2
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