
SCT-C24SS03

取扱説明書

家庭用

 24V型地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン
LED液晶テレビ 外付けUSBハードディスク録画対応



チャンネルを替える
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映像の設定

設定

垂直位置／大きさ

調整の初期化
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落下すると、重大なけがや死亡の原因となります。多くのけが、
特にお子様のけがは以下のような簡単な予防措置を取ること
で回避できます。これまで使用していたテレビを使い続ける場
合や別の場所に移動する場合も同様の対応が必要です。
●付属のスタンドをご使用ください。
●テレビ台を使用する場合は、ぐらつかないものを使用し、テ
　レビ台の端からはみ出さないように設置してください。
●本機と台の両方を確実に固定できない場合は、背の高い台
　（食器棚や書棚など）に置かないでください。
●本機と設置するテレビ台などの間に、布などを敷かない。
●お子様には、操作するために設置したテレビ台などによじ
　登ると危険であることをよく説明して教え、テレビ台などに
　よじ登らないように注意してください。

液晶画面のパネルが割れ、けがの原因となることがあります。

火災・感電の原因になります。

束ねる、はさむ

 電源プラグは、容易に操作できるようにする

電源プラグは根元まで確実に差し込み、固定されている
ことを確認する

転倒・落下によるけがの原因になることがあります。
転倒・落下防止の処置をする

火災・感電の原因となることがあります。
温度の高い場所に置かない
火災・感電の原因になることがあります。

湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が当たるような所(
加湿器や調理台のそばなど）に置かない

はずさないまま移動すると、電源コードや本機が傷つき、火災・感電
・けがの原因となることがあります。

移動するときは電源プラグ、アンテナ線、他の機器との
接続線、転倒防止金具をはずす

重いものを上に置いたり、ぶら下がったり、乗ったりしない

修理、分解、改造をしない

雷が鳴り出したら、本機、アンテナ線、電源プラグに触れない

火災・
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煙、異臭、異音などの異常、映像や音声が出ないことが
ある場合、すぐに電源を切り、電源プラグを抜く　

テレビを落としたり、キャビネットを破損したときは、すぐ
に電源を切り、電源プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。お買い上げの
販売店にご連絡ください。



長期間使用しないときや、お手入れのときは、電源プラ
グをコンセントから抜く

電池を加熱したり、火の中に投げない、充電しない、火
のそばや直射日光の当たるところへ放置しない、ショー
トさせたりしない

、極性を間違えない

火災・感電の原因になることがあります。

すぐにきれいな水で洗ったあと、ただちに医師に相談してくださ
い。

本体の丸洗いはしない
感電の原因となります。
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また結露が起こることがあります。そのままご使用になると故障の原因になります。

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。
クッションフロアへの設置について
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。
クッションフロアへの設置について

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I C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。

minin B-CASカードの抜き差しについて

電源プラグへ容易に手が届くようにしてください。
。

コンセントの近くに設置してください
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緑
オレンジ

①音声―ボタン
②音声＋ボタン
③チャンネルーボタン
④チャンネル＋ボタン
⑤入力切換ボタン
⑥メニューボタン
⑦電源ボタン
⑧電源プラグ
⑨ヘッドホン端子
⑩ビデオ音声（左右）入力端子
⑪ビデオ映像入力端子
⑫BS/CS110度放送アンテナ入力端子
⑬地上デジタル放送アンテナ入力端子
⑭USB端子（録画用）
⑮HDMI入力端子1
⑯HDMI入力端子2
⑰miniB-CASスロット
⑱LAN端子

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
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地上デジタル 
AC 100V∽

BS   CS 

SCT-C24SS03
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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
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■

■

・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
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「USBハードディスクの仕様及び注意事項」

外部機器

AC 100V∽
BS   CS 

H
D
M
I入
力
１

H
D
M
I入
力
2
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mini

右図

▽ ▽

（島部除く）
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決定

決定

受信帯域選択決定
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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。

決定

決定

-13-



-14-



-15-



決定
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1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

C13~C63

8.

9.

10.
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チャンネルを入れ替えたいとき

50
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【消音】ボタンを押すと、

決定

緑色
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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。

オフ 30分後 60分後 90分後

●なお、番組表からも同様の表示をさ
　せることが可能です。
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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【　　　】ボタンで選択して【決定】ボタンを押します。
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011 021
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

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

項目選択
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160GB～4TB
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<使用を推奨するハードディスクについて>

<ハードディスクを使用するときは>

<その他のご注意>

使用できません。
使用できません。

（P14）



リモコンの

録画ボタン設定

地上D
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地上D番組表

時間

「見るだけ」
が表示されます。
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一覧
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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。
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戻る 戻る 戻る
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動的コントラスト
ノイズ低減 自動
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3.「-50～50」の範囲で調整します。
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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。

2.「画面サイズ切替」を選択して【決定】ボタンを押します。
3.
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●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
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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。

を設定します。

-40-



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。

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
「入」を選択した時は、約4時間無操作状態が続くと電源が
切れます。

いた場合のオフタイマーを設定します。
電源オンの時刻を予約できます。

タイマー設定
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ランプが消灯して
ランプが消灯し
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●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

4160

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。
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 24V型地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンLED液晶テレビ  外付けUSBハードディスク録画対応
SCT-C24SS03
AC100V～ 50/60Hz
36W(0.3W)
46kWh/年
W550ｘD80ｘH324mm　（W550ｘD153ｘH353mm）
約2.4kg　(約2.5kg)
24V型
1366x768
240cd/㎡
8.5ms
3000:1   
上下：約176°　左右：約176°
6W(3W+3W)
地上デジタル：UHF（13-62）　BSデジタル：000ch-999ch
110度CSデジタル：000ch-999ch　パススルー方式対応(C13-C63)
地上デジタル放送用アンテナ端子× 1　BS/CSデジタル放送用アンテナ端子× 1
RCA端子×1、HDMI端子×2
RCA端子× 2（ステレオ）
ヘッドホン端子×1
×1
×1(録画用)
160GB～4TB
1番組
64番組
約1.7ｍ
8日間　6時間×7チャンネル
ABS樹脂
周囲温度：5-35℃、周囲湿度：20-80%RH(結露ないこと)
リモコン×1、リモコン用乾電池(単4形)×2、mini B-CASカード×1、
mini B-CASカードカバー×1、mini B-CASカードカバー取付ネジ×1、スタンド×2、
スタンド取付用ネジ×4、取扱説明書×1、クイックガイド×1、保証書×1

画面サイズ
画素数
輝度(最大値)
応答速度
コントラスト比(標準値)
視野角

液晶パネル

受信チャンネル

接続端子

アンテナ入力
映像入力
音声入力
音声出力
LAN端子
USB端子
対応容量
録画番組数
録画予約数

HDD録画

商品名
型名
電源入力
消費電力(待機時)
年間消費電力量
外形寸法(スタンド含む)
質量(スタンド含む)

スピーカー

電源コード
番組表
主要材質
使用環境

付属品

※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。

※付属の乾電池はリモコンの動作確認用です。リモコンを使用する場合には、新しい乾電池を別途ご用意ください。



本製品
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03-3573-0703

お客様相談窓口
お電話でのご相談

10:00～17:00（月～金）受付時間
※弊社営業日(土日祝日を除く)

E-022020年2月

〒105-0004 東京都港区新橋1丁目9番5号 M-SQUARE Bright 3F
〒273-0017 千葉県船橋市西浦3-8-1 船橋西浦物流A棟 2F


