
AT-32C03SR

32V型LEDバックライト搭載 地上デジタル・BS・CSハイビジョン液晶テレビ

取扱説明書

家庭用



チャンネルを替える



映像の設定

設定

垂直位置／大きさ

調整の初期化





クッションフロアでは直接、接しないようにしてください。キャビネットのゴムがクッションフロアへ色移りするおそれがあります。直接置かず板など間に敷いてください。

地上デジタル放送は著作権保護のため、mini B-CASカードを挿入していないとスクランブルがかかり視聴することができません。
mini B-CASカードは必要のない限り、抜かないでください。mini B-CASカードにはICチップが内蔵されていますので、折り曲げたり、
衝撃を与えたり、端子部に触れたりしないようにしてください。mini B-CASカードは正しい向きでしっかりと挿入してください。

クッションフロアへの設置について

minin B-CASカードの抜き差しについて
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電源

チャンネル－

チャンネル＋

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

メニューボタン

地上デジタル 

AC 100V∽
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AT-32C03SR

32V型LEDバックライト搭載 地上デジタル・BS・CSハイビジョン液晶テレビ

取扱説明書
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音量－

音量＋

入力切替

メニュー

電源

チャンネル－

チャンネル＋

mini B-CAS

金属

①スタンド上部の凸部分2箇所
　を本体底面の取り付け部分に
　はめ込みます。

②本体底面からスタンド取り
　付けネジ2本でしっかり固定
　します。

※左右とも取付方法は同様です。
※左右のスタンド誤取り付け防止
　のため、凸部分の位置を変えて
　います。

カードとカバーの取り付け方

mini B-CASカード
を逆さまにします



音量－

音量＋

入力切替

メニュー

電源

チャンネル－

チャンネル＋

音量－

音量＋

入力切替

メニュー

電源

チャンネル－

チャンネル＋

■

■

・アンテナ線がショートしている状態でアンテナ電源を  
、きらたはが路回護保、とるいてし定設に」るす給供「   

   自動的に「供給しない」へ切り換わることがあります。
・BS/110 度 CS アンテナは正しい方向や角度でなければ  
   視聴出来ないことがあります。
   設置方法については BS/110 度 CS アンテナの取扱説
   明書をご覧ください。

２分波器
（市販品）

背面



音量－

音量＋

入力切替

メニュー

電源

チャンネル－

チャンネル＋

3

「USBハードディスクの仕様及び注意事項」

外部機器



mini

右図

▽ ▽

（島部除く）





かんたん設置設定はこれで終わりです。
【決定】ボタンを押すとかんたん設置設定画面が閉じ、
受信したテレビ放送の番組が表示されます。





















替

【消音】ボタンを押すと、



番組説明を表示する
【番組説明】ボタンを押すと現在視聴している「番組内容」画面が表示されます。 
表示を消すには、【番組説明】ボタンをもう一度押すか【戻る】
ボタンを押します。

地デジ番組表 4月11日 AM  9:13（水）
4月11日 ネイキッド・トーク

属性
（水）

AM  9：00～AM 9：59

内容

■番組概要
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
■番組詳細内容
ご案内
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
番組内容
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○

録画予約 今すぐ見る

●番組情報の表示や詳細情報の取得に
　は時間がかかる場合があります。
●番組情報を取得するタイミングによ
　っては、最新の情報が表示されないこ
　とがあります。

●

●電源が「切」になる3分前から「3分後」、「2分後」、「1分後」が点滅表示され、
　30秒前からは段階的に画面 が暗くなり、音量が小さくなります。
　その間に操作をすると、画面と音量は元に戻りますが、オフタイマーは解除さ
　れません。
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オフ 30分後 60分後 90分後



入力切換
テレビ
HDMI1

ビデオ
HDMI2

戻る項目選択決定テレビ　 HDMI1　 HDMI2　 ビデオ

●デジタル放送の番組表は、放送電波で送られてくる情報で表示されます。
●お買い上げ直後や電源を入れた直後、放送の種類を変えたときなどには、番組内容の表示
　に時間がかかることがあります。
●番組表を最新にしておくために、本機の電源を毎日2時間以上「切」または「待機」にす
　ることをおすすめします。
1. デジタル放送視聴中にリモコンの【番組表】ボタンを押しますと、番組表が表示されます。
2. 放送の種類を変えるときは【地デジ】、【BS】、【CS】ボタンを押します。
3. 翌日の番組表を表示するときは【黄】ボタンを押します。 前日の番組表を表示するときは
　【緑】ボタンを押します。
4. 番組表を消すときは、【終了】ボタンまたは【戻る】ボタンを押
　します。
●番組表に表示できる番組情報は最大8日分です。
●データ放送の視聴中は番組表に切り換わらないことがあります。
　その場合は、テレビ放送に切り換えてから操作してください。
●番組の中止・変更・延長などによって、実際の放送内容が番組表
　と異なる場合があります。

5. 見たい番組を【方向】ボタンで選び【決定】ボタンを押します。
●「番組内容」画面が表示され、番組の内容を確認できます。
6. 現在放送中の番組を見るときは「今すぐ見る」を選択して【決定】
　ボタンを押します。　
● これから放送される番組のときは、「今すぐ見る」は表示されま
　せん。
●「視聴予約」を選ぶと、視聴予約が設定されます。
●「録画予約」を選ぶと「録画予約設定」画面が表示されます。

■番組表を更新する
●番組表の中が空欄になっているときは、空欄になっている放送局
　を選択して【決定】ボタンを押します。
※【サブメニュー】ボタンを押して「番組データ取得」を選択して
　【決定】ボタンを押しても取得できます。
※ 番組情報の取得中は映像、音声が出ない場合があります。
※ 録画中は番組情報の取得ができません。
※番組情報取得中にほかの操作をすると、情報の取得が中止される
　ことがあります。

■番組表に表示する内容を変更する
●番組表に表示する表示内容を変更することができます。
1. 番組表を表示中に【サブメニュー】ボタンを押します。
2.「表示内容」を選択して【　　　】ボタンで「表示チャンネル数」
　を選択して【決定】ボタンを押します。
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ＮＨＫ総合１・東京
00鯉の季節

まったり温泉つかるキ

ュル！鯉のぼりを一年

中泳がせよう会がつい

に悲願を達成させらる

か？

00

00 これからが俺達の戦い

だ！

焼け野原となったブル

ペンだとしても、新し

い俺達は息吹くのだ。

それは何度でも何度で

も！負けない！俺達イ

ズム！30プライスクラッシュ

欲しかったあの話題…

00おもてなしの守備陣　

突然の打球がきてし…

00「ゾウのスウィニー」

　（’０９公エンタメ

）「第二次暗黒戦のさ

なか、政府から日公動

物園に投手を処分しろ

との通達が下る。 

飼育員の金子、高橋た

ちは涙ながらにピッチ

ャーたちにエラーを…

00 　フルホークス　

「走塁への情熱」今日

、大ちゃんが教えちゃ

う！ちびっ子必見！

00ｃｉｎｅｖ情報館　

「いろんな奇抜アクシ

ョン映画大集合」

50今日のプロフィール

00映画バンザイ　

「神様と金子謎」新人

の頃、野球の神様が俺

に降りてきた。「三割

打てるようにしてやろ

う」 だが、俺は断わ

った。「もっと打ちた

い」 すると神様は首

を傾げた。「それには

千回の打順調整が必要

じゃ」 俺は若かった

。目を輝かせて

50明日の天気 50ニュース

00タモの森　

今年バット折れすぎじ

ゃー！

00

00

昼どきコンフェッショ

ン　

奥様必見、究極の応援

ダイエット　ペット新

00 おじいちゃんと周平

孫がかわいくてしょう

がないんじゃー！

00 ニュース１２　

王家のペット特集「巨

大猫ちゃんの秘密」「

萌キャラ！？ペーニャ

ン」

00お昼寝ＴＶ　昼寝で仕

事の効率ＵＰ効果的な

昼寝のしかた

00 スポーツナウ　

プロ野球デーゲーム速

報　今日の特集　海外

サッカー情報

00こさっち伝説

「おっと、そこはこさ

っちゾーン。なぜだな

ぜ打球が越えない！打

者はわかっていてその

ゾーンに打ってしまう

…

00 ミキーとマキー

「●●ﾆｱｳﾖ！」「●●

がとれないっちゃ」

杜の都はパラダイス00「REGZAに恋して」

　（’０６東芝）「夢

みる映像部隊、そこは

深谷ネギ作戦」

00

「猛牛戦士バファローズ

対悪のイケメン軍団」

「俺達じゃない、俺た

ちと一緒に戦おう…

00「カロカロ君」　

（’１６横）「ヤル・

キヨシ、ピッチャーデ

・ニーほか」

00 ネイキッド・トーク

「１．ほんとにいいも

のはいつもここから」

「２．悪いものはな…

00おもいっきしＴＶ　今

年も大阪夏の陣は三日

間真っ赤にそまるヨ！

その前に女子会もあ…

00ガッチリあったまりま

ショー　暖房器具頂上

決戦　星達がチャンピ

オンに挑む！

00健康ＦＡＱ　「まちが

ったまま中継ぎを使っ

ていませんか？このま

までは2年後は暗黒…

00ウチの山口がこんなに

酷使されるわけがない

「勝ち星は守るもの？

奪う物？」

50今日の猛虎魂

00雨野トーークスペシャ

ル

梅雨時の雨野登板が無

双するのはどの球場？

来日ゲスト参戦！タイ

フーンが大暴れ！屋根

があっても中止です！

スペシャルゲストは春

は寒さ、夏は灼熱、秋

も寒さ…というばこの

球場！

30炎上の美学　

ただ炎上すればいいわ

ショートセレブ　

「猪豚雷太郎・橘香津

・加島安春・富士瀬陽

彦ほか」

スポーツ天国

30 　　日差しをうけて　

週間天気予報　世界…

00ライディングＧＯＧＯ

　今シーズン発売の…

30ニュース　あの事件…

30今日のプラン

30 連動への予感　

「あの空と現在とのつ

30「遥かなるＲEGZAの

旅」（’０６東芝）

face父さんから映像

美への探求心を受け継

いだREGZA。CELL 

REGZAに恋をし、傍

らに妹のレグザApps

コネクトを育てつつ映

像界を生き抜くサク…

「いまどきの左腕」　

「わっち・わんこ・に

ゃー・チェン・ほあっ

さん・偽侍・カツオく

ん・みー太郎」ほか

0000

4月11日 AM   9:13（水）
4月11日 ネイキッド・トーク

14 16 17 18151312

（水）
AM  9：00～AM 9：59

木 金 土 日 月 火 水

00定点観測してみよう　

出来るだけ中立な視点

が大切です。

11水

地デジ番組表 4月11日 AM   9:13（水）
4月11日 ネイキッド・トーク

属性
（水）

AM  9：00～AM 9：59

内容

■番組概要
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
■番組詳細内容
ご案内
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
番組内容
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○

録画予約 今すぐ見る

サブメニュー
番組の検索

戻る設定変更 項目変更

視聴制限一時解除

番組データ取得

表示内容 設定チャンネル
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音量－

音量＋

入力切替

メニュー

電源

チャンネル－

チャンネル＋



地上D番組表

時間





一覧





指定した「A」と「B」の間を繰り返し再生します。
再生中に1度押すと、押した場面が「開始」（「A」と表示）もう一度押すと「終了」（「B」と表示）
になります。もう一度【黄】ボタンを押すと解除されます。





音量－

音量＋

入力切替

メニュー

電源

チャンネル－

チャンネル＋







画面の設定を切り替えます。
「画面の設定」

■垂直位置／大きさ
外部入力時に映像の垂直位置や大きさを調節します。



●低音の強さを調整します。

■調整の初期化
音声

調整の初期化



調整の初期化 映像設定の内容をお買い上げ時の設定・調整に戻します。



ID表示

日時指定予約

オンタイマー

無操作電源オフ

無信号電源オフ

番組の視聴開始日時を予約できます。予約する時は［放送種別/
チャンネル]、[曜日/日]、[開始時刻]を設定してください。

無信号状態が続いた場合のオフタイマーを設定します。「入」を
選択した時は無信号状態が10分続くと電源が切れます。

無操作状態が続いた場合のオフタイマーを設定します。「入」を
選択した時はリモコンの【オフタイマー】ボタンで時間を設定。
[設定範囲]オフ、30分、60分、90分、120分

電源オンの時刻を予約できます。予約する時は[時刻]、[音量]、[放
送/入力]、[チャンネル]を設定した後、オンタイマーを「入」に設定
してください。タイマー設定





ランプが消灯して

ランプが消灯し



●mini B-CASカードは正しく挿入されていますか。
）いさだくてし入挿りかっしで

6

ま奥、し認確をき向（。いさだくてし入挿くし正をドーカSAC-B inim・
・mini B-CASカードの金属部分が接触不良（ほこり、ちり、結露、サビ）の場合は何度か挿入しなお
すと視聴できるようになる場合があります。または、きれいな乾いた布で金属部分のよごれを拭
き取ります。mini B-CASカードが折れたり、傷ついたり、曲げたり、欠けたりすると仕様できなくな
りますのでご丁寧に扱ってください。



32V型地上デジタル・BS・CSハイビジョン液晶テレビ
AT-32C03SR

48W
70kWh

DN

プラスチックキャビネット材質

省エネルギー区分
100%～128％（☆☆☆）

731mm
492mm
195mm
4.7kg
32V型  697.68mm(H) x 392.8mm(V)
Transmisssive Mode,Normally Black
1366（H) x 768(V) (16 : 9)
6.5ms(typ．，On/Off)
左右約178°/上下約178°
250cd/㎡
3000:1
地上デジタル VHF（1～12）、UHF（13～62）、CATV(C13～C63）パススルー対応
BS/CSデジタル　BSデジタル： 000ch～999ch 110度CSデジタル：000ch～999ch
合計 10Wrms（5W＋5W） ＠ 8Ω THD≦10% 
3.6cm x 13.4cm　2個
mini B-CAS カード挿入口×1
USB2.0基準、ハードディスクに接続使用
RJ-45
口径3.5mmステレオミニジャック、ヘッドホン適合インピーダンス：8Ω～32Ω
音声端子（左、右）×2
コンポジット映像端子×1
地上デジタルアンテナ端子×1
BS/110°CSアンテナ端子×1
HDMI Ver.1.3 準拠
HDMI対応入力解像度 480i、480p、720p、1080i、1080p
HDMI入力解像度

使用周囲温度：約0℃～35℃ 使用周囲湿度：約20%～80%（結露のないこと） 
200mm×100mm壁掛け取り付け寸法

リモコン、単4形電池×2、スタンド×2、スタンド取り付けネジ×4
mini B-CAS カード、mini B-CASカードカバー、mini B-CASカードカバー
取り付けネジ×1、取扱説明書、保証書

640×480＠60Hz、800×600＠60Hz、1024×768＠60Hz、1920×1080＠60Hz

省エネルギー区分
AC100V 50/60Hz

※本製品は専用のスタンドで設置するよう設計されていますが、背面に部品取り付け穴があり、他社販売の壁掛け金具やアーム等を接続する
　ことが可能です。これら設置の際は取り付け部品の仕様、壁面・土台部分の仕上げや施工状態によっては落下等による破損や不具合意の危険
もございます。専門業者に施工をご依頼いただくことを推奨すると共に、専用スタンド以外を使った設置により生じた製品の不具合や破損、落下
や製品以外の器物破損等の事故については保証できかねます旨ご了承ください。
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