
ステップ 1  ～本製品の設置～ 

セットアップガイド

SB-TV04-WRIP
エリアフリー  録画対応デジタル TVチューナー

SoftBank SELECTION

本製品はデジタルテレビ放送を受信して、ワイヤレスで対応機種に送信します。専用のアプ
リ「エリアフリーTV (StationTV i)」（以下「アプリ」といいます）を対応機種にインストールす
ることで、デジタルテレビ放送を視聴することができます。

　内容品の確認
□AC アダプタ（1.8ｍ） ×1□本体 ×1

□スタンド ×1

□ゴム脚 ×4

□アンテナケーブル（1ｍ）*×1

□LAN ケーブル（2ｍ）×1

□miniB-CAS カード
   （使用許諾契約書 添付）×1

このたびは、エリアフリー  録画対応デジタル
TV チューナー（以下、「本製品」といいます）を
ご購入いただき、誠にありがとうございます。

・ご使用の前に、このセットアップガイドを必ずお読みいただき、正しく安全にお取り扱いください。ま
た、本書をお読みになった後は、大切に保管してください。

・iPad (3rd  & 4th generation) ／ iPad 2 ／ iPad mini ／ iPhone 5／ iPhone 4S／ iPhone 4／ iPod 
touch 5th generation（以下、「対応機種」といいます）については、それぞれの取扱説明書を参照し
てください。

・本書では、iPad (3rd generation) の画面を操作例として記載しています。お使いの対応機種によって
画面表示が一部異なります。

・本書では地上デジタルテレビ放送、BS デジタル放送、110 度 CS デジタル放送を総称して「デジタル
テレビ放送」と表記しています。

本製品の特長

　各部の名称と機能

●前面

●背面

お使いのアンテナがデジタルテレビ放送に対応しているかを確認して
ください。

・地上デジタルテレビ放送を受信するにはUHF アンテナが必要です。
・BS／ CS デジタル放送を受信するには対応のパラボラアンテナの設置が必要です。

UHF アンテナ
BS ／ CS デジタル用
パラボラアンテナ

※マンションなどの集合住宅にお住まいの場合や、共同受信施設のときは、管理者または管理会社にお問
い合わせください。

※ケーブルテレビで受信する場合、地上デジタルテレビ放送に対応していればアンテナの設置は不要です。
放送方式がパススルー方式であることを確認してください。

有料チャンネルを視聴するには各放送局との契約が必要です。

各放送局にお問い合わせください。

同梱のminiB-CASカードを台紙から取り出す①

③

ながら見モード、外出先からの視聴、録画、および G ガイド.テレビ王国から
の録画についての詳細は同梱の「クイックガイド」を参照してください。

同梱の LANケーブルで、インターネット接続できるLANポートと接続する

□保証書 ×1
□無線 LAN に関するご注意
　（シール）×1
□セットアップガイド
　　（本書）×1
□クイックガイド ×1
□プロダクトキー ×1

地上デジタル／ BS デジタル／ 110 度 CS
デジタル混合アンテナ端子（F 型コネクタ）

miniB-CAS カード挿入口
LAN ポート（10BASE-T/100BASE-TX）

電源ポート（DC 入力）

USB（A タイプ）ポート 2
※拡張用（現時点では使用できません）

※外付けハードディスクドライブ用
USB（A タイプ）ポート 1 

*：ご使用になる環境によっては、市販のアンテナケーブルや混合器、分配器を用意する必要があります。
     詳しくは、「ステップ１」の手順 3-④を参照してください。

ゴム脚を本体底面に貼り付ける

１

２

3 本体と同梱品を接続する（必ず下記の手順で接続してください）

miniB-CASカードは、挿入方向が決まっています。必ず図の方向で差し込んでください。
誤った方向で挿入するとデジタルテレビ放送の視聴ができません。また、無理に押
し込むとカードが抜けなくなったり、本体が破損したりする恐れがあります。

注意

注意

以下の点に注意して設置してください。
・受信する場所によっては映像が乱れたり、受信できなかったりする場合があります。

・電子レンジやラジオなどの電波を発生する機器の近くでは、映像が乱れる場合があります。

1 本体を設置する

事前の確認

本製品の設置場所に関する注意

LANポートがない無線ルーターをお使いの場合
LAN ケーブルの接続は不要ですが、本書の手順を完了後に、アプリの設定を変更する
必要があります。裏面のステップ 2 の手順 5 でチャンネルの情報を取得した後、「イン
ターネットへの接続に無線ルーターを使いたい」の手順で設定してください。

AC アダプタは必ず最後に接続してください。先に接続してしまった場合は、AC アダプタ
をコンセントから抜いて、再度差し込んでください。チェック

※詳しくは、お近くの電器店などにお問い合わせください。

電源供給が必要なBS・CSデジタル用パラボラアンテナをお使いの場合
本体からBS・CSデジタル用パラボラアンテナに電源は供給されません。市販の電源
供給器などを利用してください。

テレビも同時に接続する場合
ご使用になる環境に合わせて、市販のアンテナケーブルや、分配器などを用意してく
ださい。

※壁に混合アンテナ端子（UHF・BS・CS）が複数ある場合、分配器は
不要です。詳しくは、お近くの電器店などにお問い合わせください。

分配器

壁面のアンテナ端子と接続テレビ

切り欠きが手前

「miniB-CAS」と書かれた面が上

アンテナケーブルで、壁面のアンテナ端子と接続する④

同梱のアンテナケーブルで接続します。

壁面のアンテナ端子が、地上デジタルテレビ放送とBS／ CSデジタルテレビ放送で分かれているとき
は、市販の混合器を使って接続してください。

　 ※ 別途、アンテナケーブルを2 本用意してください。

同梱のACアダプタを、本体側、コンセント側の順に接続する⑤

コンセント

ルーターや LAN 用ハブの
LAN ポート

LAN ケーブル

カード挿入口の突起部分とカードの
端がそろうところで止めてください。

これ以上入れない
平置きの場合

縦置きの場合

ゴム脚

さし込みすぎ さし込み不足 向きが逆

混合アンテナ端子
（地上・BS・CS）

地上デジタルテレビ放送
アンテナ端子

BS ／ CS デジタル放送
アンテナ端子

混合器

リセットボタン
システムエラーの発生時や本体を初期化したいときに使用
します。
AC アダプタが接続されている状態で、つまようじなどを
使って 10 秒以上押し、無線 LAN ランプが緑に点滅したら
リセット完了です。

●底面

SSID・KEY
対応機種のネットワーク設定に必要な情報です。

スタンド取り付け穴
本体を縦置きする場合に、同梱のスタンドを取り付けます。

無線LAN ランプ
ネットワークの通信状態を示します。

消灯 アプリ未使用

点灯（緑） アプリ使用中

点灯（赤） 録画中

点灯（橙） 録画予約あり

テレビランプ
アプリとの通信状態を示します。

点灯　無線 LAN 接続中

点滅　リセット完了
緑

点灯　 通電中

 点滅　 システムエラー
赤

※ 同梱の「クイックガイド」の「安全上のご注意」もあわせて確認してください。

接続例

正しい例

誤った例

この手順は、デジタルテレビ放送を見ながらインターネットを閲覧する「ながら見モード」
や、外出先からの視聴、録画、および Gガイド.テレビ王国からの録画に必要です。 これら
の機能を使用しない場合は、次の手順に進んでください。

アンテナケーブル

アンテナケーブル

本体

miniB-CAS カード

miniB-CAS カード挿入口

AC アダプタ

一度押し込んでから抜き出す方式ではありません。抜くときは指でつまむか、
ピンセットなどでカードを傷つけないようにして引き出してください。

ネジがある方を
本体側に取り付ける

ネジがある方を
本体側に取り付ける

アンテナケーブルの芯を
曲げないように注意する

②miniB-CASカードを本体に差し込む

ゴム脚を貼り付けないで設置すると、
放熱が不十分になり、本体の変形や故
障を引き起こす恐れがあります。

注意

壁面のアンテナ端子が地上・BS／ CS 混合の場合

壁面のアンテナ端子が分かれている場合

2 外付けハードディスクドライブ（別売）を接続する

使用できるHDD については、株式会社ピクセラのホームページを参照してください。

本製品で録画する場合は、別売の外付けハードディスクドライブ（以下、「HDD」といいます）を接
続してください。録画しない場合は次の手順に進んでください。

株式会社ピクセラ ホームページ　 http://www.pixela.co.jp/sbhdd
※対応 HDD 以外での録画は保証いたしかねます。
※ HDD は本製品の AＣアダプタを外してから接続してください。
※本製品に初めて接続する HDD は、アプリ上で初期化する必要があります。

詳しい接続方法については、同梱の「クイックガイド」の P.24 を参照してください。チェック

縦置きにする場合は、本体側面のシールに記載されているKEY をあらかじめメモしてお
いてください。裏面ステップ２の手順２で必要になります。チェック

※分配器を使用すると、受信感度が低下する場合があります。
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下図の手順でスタンドを取り付ける

１

２

本体とツメの向きに注意

「カチッ」と鳴るまでスタンド
をスライドさせる

本体前面

スタンド

スタンドは確実に取り付けてください。取り付けが不十分
な場合、本体が脱落して破損や故障する恐れがあります。注意

裏面へつづく
TV04V01_201211A



ながら見モード

ステップ 2  ～アプリのインストールとかんたん接続設定～ 

無線ルーターを使う場合は、かんたん接続設定の後にアプリの設定を変更する
必要があります。

同梱の「クイックガイド」またはアプリのヘルプ
（画面で見るマニュアル）を参照してください。
ヘルプは操作メニューの［ヘルプ］をタップする
と表示されます。

詳しい使い方を知りたい

①

①

③

対応機種のホーム画面にある

          ［App Store］ をタップする

②「エリアフリーTV」と入力して検索
する

本体の無線 LAN ランプが緑色に点
灯したら、Wi-Fiの設定は完了です。

※Wi-Fi の設定が完了しても、ネットワーク一覧で
選択した SSID に      が付かない場合がありますが、
不具合ではありません。無線 LAN ランプが緑色
に点灯していることを確認してください。

1 対応機種に専用のアプリをインストールする

2 対応機種のWi-Fi を設定する

5 チャンネルの情報を取得する

3 対応機種を本製品に接続する

App Store にサインインしていない場合は、サインインをするための画面が表示さ
れます。画面の表示に従って、サインインをしてからインストールしてください。

「AT5G」または「AT2G」で始まる SSID が表示されるまでに時間がかかる場合が
あります。また、表示されない場合は、対応機種を本体に近づけてください。

エリアフリー TV

① アプリを起動する
② 画面を 1回タップして、画面下部に表示される［設定］をタップする
③ 画面左列の［Wi-Fi 設定］をタップする
④ 「自動」を［オフ］にして、［ST モード］をタップする
⑤ ［ルーター情報変更］を「オン」にする
⑥ 接続する無線ルーターの情報を入力して、［決定］をタップする
⑦ アプリを終了後、 本体の電源を入れ直す
⑧ ステップ 2の手順 2-⑥で、使用する無線ルーターの SSID を選ぶ

対応機種を縦にしたときに、画面上半分にデジタルテレビ放送の画面を、下半分に
インターネットのブラウザ画面を表示することができる機能です。利用するには、
本製品をインターネットにアクセスできるネットワークに接続しておく必要があり
ます。詳しい設定方法は同梱の「クイックガイド」を参照してください。

インターネットへの接続に無線ルーターを使いたい

販売元：ソフトバンク BB 株式会社
〒105-7304　東京都港区東新橋 1-9-1　東京汐留ビルディング TV04V01_201211A

チャンネル切換

音量調節

※iPhone の場合は「AT2G」で始まる SSID を選んで
ください。

「エリアフリーTV」の［無料］をタップ

してから、［APPをインストール］*を

タップする

⑤［Wi-Fi］を［オン］にする
⑥ネットワーク一覧が表示されたら、

本体側面に記載の「AT5G」で始まる
SSIDをタップする

⑦本体側面に記載されているKEYを

入力して、［Join］をタップする

* お使いの対応機種によっては［インストール］
と表示されます。

対応機種のホーム画面にある

         ［設定］をタップする

④［Wi-Fi］をタップする

①対応機種のホーム画面でインス

トールした          ［ｴﾘｱﾌﾘｰTV］を

タップする

②［次へ］をタップする

①［地域：選択］をタップする

②本製品を設置している地域を選択

する

③［OK］をタップする

③［次へ］をタップする

⑥［視聴へ］をタップする

⑤利用したいチャンネルに         を 

つける

チェック

チェック

接続できるデジタル TV チューナーの
検索が開始されます。

アプリが起動して、「かんたん接続設定」
画面が表示されます。

地上デジタルテレビ放送のみを視聴する場合は、［地上］を選択するとスキャンにかか
る時間を短縮できます。チェック

デジタルテレビ放送の画面が表示
されます。

エリアフリー TV

設定ヘルプ

⑤

⑥

① 画面上に操作メニューが表示されていない状態で横にフリックする

② 見たいチャンネルを探してタップする

※ 操作メニューが表示されているときは、画面を 1 回タップして 操作メニューを非表示
にしてから操作してください。

チャンネルリストが表示されます。

※ 縦にフリックすると放送波が、横にフリックすると別のチャンネルが表示されます。

① 画面上にチャンネルのボタンが表示されていない状態で画面を
タップする

② 画面下部の音量スライダーをドラッグして調節する

操作メニューが表示されます。

※ 同梱の「クイックガイド」も合わせて参考にしてください。

スキャンが開始され、見つかったチャン
ネルが表示されます。
iPhone の場合は、スキャン完了後に表
示される［スキャン結果］をタップして
ください。

※スキャン完了まで約 7 分かかります。
④［スキャン開始］をタップする

③

②

視聴中に、「“ ｴﾘｱﾌﾘｰ TV ”は現在の位置情報を利用します。よろしいですか？」という
メッセージが表示される場合は、［OK］をタップしてください。チェック

④使用するデジタルTVチューナー

を選んで［選択］をタップする

複数のデジタル TV チューナーが表示
されている場合は、使用するデジタル
TV チューナーの本体側面のシールに
記載されている製造番号（S/N）と同じ
文字列を選びます。

「かんたん接続設定」画面

エラーメッセージが表示されたとき･･･ 

デジタル TV チューナーが見つかりませんでした。端末が Wi-Fi ネットワークに接続
されていません。端末の［設定］-［Wi-Fi］で、現在の接続状態を確認してください。

対応機種のWi-Fi ネットワーク設定で本製品のアクセスポイントを指定してい
ないため、本製品との通信ができない状態です。ステップ 2の手順 2 - ④ から
やり直してください。

デジタル TV チューナーの AC アダプタをはずし、再度さし込んでください。

本製品が誤作動している恐れがあります。一度、ACアダプタを抜いて、差し直
してください。

デジタル TV チューナーが見つかりませんでした。現在接続している Wi-Fi ネット
ワークには、デジタル TV チューナーがありません。
以下の点を確認してください。
　・デジタル TV チューナーを接続した Wi-Fi ネットワークを選んでいますか？
　・デジタル TV チューナー本体の接続に問題はありませんか ?

ステップ 2の手順 2 - ④ からやり直してください。
それでもこのメッセージが表示される場合は、本製品が誤作動している恐れが
あります。一度、ACアダプタを抜いて、差し直してください。 0120-727-231 

フリーダイヤル

携帯電話をご利用の場合はナビダイヤルにかけてください株式会社ピクセラ　ユーザーサポートセンター

0570-064-246
（通話料がかかります）

FAX 06-6633-2992
（通信料がかかります）

フリーダイヤル、ナビダイヤルをご利用いただけない
場合はFAXでお問い合わせください受付時間 10：00 ～ 18：00

（年末年始と祝日を除く）

本製品についての質問やご相談

※ チャンネルリストから選局したり、チャンネル番号を直接入力して切り換えることも
できます。詳しくは同梱の「クイックガイド」を参照してください。

※ 対応機種の消音スイッチが入っていないことを確認してください。
※ 対応機種の音量ボタンでも調節できます。

「かんたん接続設定」画面

4 プロダクトキーを登録する
①同梱の「エリアフリーTV（StationTV i）

用プロダクトキー」の文字列を入力

して、［OK］をタップする

本体のランプが両方ともオレンジ色に
点灯します。

アクティベーション失敗のメッセージが表示されるとき･･･ 

プロダクトキーの登録に失敗した可能性があります。アプリを終了して、ステップ 2
の手順２-④からやり直してください。　

④アプリを起動し、「アクティベー

ションに成功しました。」という

メッセージが表示されたら［OK］

をタップする

「かんたん接続設定」画面

②無線 LANランプの点灯が赤または

緑になるまで待つ（約 2～3分）

②［ｴﾘｱﾌﾘｰTV］をタップする

③［利用環境テスト］を［オフ］にする

※ 以降の手順は本製品が見える
範囲で行ってください。

②

③

④
⑤

⑥

③アプリを終了して、ステップ 2の

手順 2の④～⑦までを行う

⑤「デジタルTVチューナー接続完了」と
表示されたら［次へ］をタップする

エリアフリー TV

エリアフリー TV

エリアフリー TV (Station...

エリアフリー TV


