
世界最大級の動画共有サイト。
世界中の人々が投稿した動画を
無料で楽しむことができます。

YouTube とは？

① 電源をオンにする

② YouTube の動画を再生する
STEP 1  画面の構成を知ろう 画面レイアウトやサービス内容は運営会社

の意向により変更になる場合があります。

お気に入り 報告 共有 情報 関連

宇宙誕生の謎

はやぶさの帰還
00:31 再生回数: 20008

ロケットの打ち上げ風景
00:44 再生回数: 11025

日食観測
01:58 再生回数: 12508

オリオン流星群
00:06 再生回数: 23479

木星のガリレオ衛星
00:04 再生回数: 1066

前の画面
ホーム画面に
戻ります。

検索ボックス
検索文字を入力します。

前のページ
リストの前のページへ移動します。

関連動画
再生中の動画の関連動画を表示します。　

次のページ
リストの次のページへ移動します。
関連
関連動画を上のリストに表示します。　情報

動画の情報を表示します。　
報告
不適切な動画を
報告します。
（ログイン時に使用可）　

お気に入り
再生中の動画を
お気に入りに登録します。
（ログイン時に使用可）　　 共有

他の人と動画を
共有します。
※本機はこの機能をサポートしていません。

動画

検索

ログイン

設定

情報

おすすめ

高評価

再生回数

その他

標準版を見る

宇宙誕生の謎
09:29 再生回数: 81730 ttearth

パリでおすすめの名店
04:39 再生回数: 22627 parislove

生き物自然紀行
01:15 再生回数: 39104 wildman

ラーメンの名店
00:54 再生回数: 17422 keichanpict

今日のホームランハイライト
01:05 再生回数: 27183 phcatcher

1-5/91

検索
検索ボックスを
表示します。

検索ボックス
検索文字を入力します。
前のページ
リストの前のページへ移動します。

関連動画
検索した、または選んだランキング
の関連動画を表示します。　

次のページ
リストの次のページへ移動します。

設定
設定画面を表示します。
情報
利用規約などを
表示します。

動画のランキング
各基準を選択する
と、該当する動画
を右のリストに表
示します。

ログイン
ログインするときに
選択します。

＜再生画面＞

＜ホーム画面＞

電源ボタンを1回押す。 起動中です。
しばらくお待ちください。

しばらくお待ちください

YouTube XL 専用ネットテレビボックス
BCT-10

かんたん操作ガイド
取扱説明書②
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STEP 2  基本的な操作
十字ボタンと決定ボタンだけで気軽に動画をお楽しみいただけます。

再生中の便利な機能

高画質の動画がある場合、高画質と標準画質を交互に切り換えます。
※高画質動画がない時に押すと、動画が一時停止します。

再生中の動画を一時停止したり、再開したりします。

次の動画にジャンプしたり前の動画に戻ったりします。

動画の連続再生をオン /オフします。
※「ホーム画面」の関連動画を連続再生します。仕様上、リピート（繰り返し）再生はできません。

小画面表示と全画面表示を交互に切り換えます。

カーソルの移動と決定
好きな場所にカーソルを移動したり、動画を選んで再生
することができます。

動画

検索

ログイン

設定

情報

おすすめ

高評価

再生回数

その他

標準版を見る

宇宙誕生の謎
09:29 再生回数: 81730 ttearth

パリでおすすめの名店
04:39 再生回数: 22627 parislove

生き物自然紀行
01:15 再生回数: 39104 wildman

ラーメンの名店
00:54 再生回数: 17422 keichanpict

今日のホームランハイライト
01:05 再生回数: 27183 phcatcher

1-5/91

カテゴリーに移動
下の動画を選択

上の動画を選択

カーソル位置（黄色枠）

この動画を
再生

上

下

左

▲

	カーソル（黄色枠）が見えなくなった場合は、上下左右ボタン
を押してカーソルを動かしてみてください。▲

	YouTube	XL の仕様により、押しているボタンの方向とカー
ソルの移動方向がずれる場合があります。

	でカーソル移動		 で選択
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はやぶさ　帰還　HD ＜例＞ で検索
入力後

STEP 3  文字入力と検索
お好みのキーワードを検索ボックスに入力して検索すれば、関連のある動画
を表示します。

	 	ボタンで文字種を変更し、数字キーで携帯電話のように文字を入力します。
	 	ボタンを押すごとに＜あ＞（ひらがな）→＜ア＞（カタカナ）→＜A＞（英字）→＜12＞（数字）
に文字種が切り換わります。

キーワード（ひらがな、カタカナ、漢字、英数字と一部記号を入力できます）

	 あ	（ひらがな）	 ア	（カタカナ）	 A	（英字）	 1	2	（数字）

	 あいうえお	ぁぃぅぇぉ	 アイウエオ	ァィゥェォ	 @.	~	&_1	 1
	 かきくけこ	 カキクケコ	 abc	ABC	2	 2
	 さしすせそ	 サシスセソ	 def	DEF	3	 3
	 たちつてと	っ	 タチツテト	ッ	 ghi	GHI	4	 4
	 なにぬねの	 ナニヌネノ	 jkl	JKL	5	 5
	 はひふへほ	 ハヒフヘホ	 mno	MNO	6	 6
	 まみむめも	 マミムメモ	 pqrs	PQRS	7	 7
	 やゆよ	ゃゅょ	 ヤユヨ	ャュョ	 tuv	TUV	8	 8
	 らりるれろ	 ラリルレロ	 wxyz	WXYZ	9	 9
	 わをんゎー	 ワヲンヮー	 :	;	/	-	'	"	(	)	0	 0
	 （濁点、半濁点、小文字）	 （濁点、半濁点、小文字）	 	 ＊
	 、。？！・（）	 、。？！・（）	 ,	.	?	!	 #

ひらがなを入力した直後に押すと文字を漢字またはカタカナに変換します。
押すごとに候補を切り換えます。
＜例＞	帰還　

2回
	き	→	（しばらく待つ）	→	

1回
	きか	→	

3回
	きかん	→	

8回

	帰還

スペースを挿入します。

1文字ずつ削除しながら戻ります。

文字を入力する

※	同じボタンに割り当てられている文字を連続入力する場合は、しばらく待って再度同じボタ
ンを押してください。

※	長い文字列は変換できない場合があります。こまめに語句を区切って変換してみてください。
学習機能は搭載していません。

※ひらがな入力中や漢字変換中に押すと文字が確定します。

スペース（キーワードを区切るときに使用します）
▲

	検索するなどして一度カーソルを検索ボッ
クスから移動し再入力する場合、キーワー
ドはリセットされます。▲

	検索ボックス横の ボタンは使用しなく
ても検索できます。
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STEP 4  ログインして楽しむ
パソコンで YouTube のユーザー名を取得している方は、ログインして
お気に入り登録した動画などを楽しむことができます。

ユーザー名とパスワードの登録

ログインする

リモコンの ボタンを押して設定画面を呼び出します。

YouTube XL のホーム画面左のタブにある「ログイン」を選ぶと、ログイン画面が表示されます。

ユーザー名とパスワードはパソコンを使って
YouTube から取得する必要があります。

「YouTube ユーザー名」
「YouTube パスワード」
をそれぞれ選択し、画面
に表示されるキーボード
で入力します。

 ボタンを押します。
登録したユーザー名と
パスワードで自動的に
ログインします。

「YouTube に戻る」を
選びます。

YouTubeに YouTune アカウントまたは Google アカウントを使用し
てログイン

ユーザー名：

パスワード：

ログイン状態を保持する

アカウントにアクセスできない場合

＜再生画面＞＜リスト画面＞

お気に入り 報告 共有 情報 関連

宇宙誕生の謎

はやぶさの帰還
00:31 再生回数: 20008

ロケットの打ち上げ風景
00:44 再生回数: 11025

日食観測
01:58 再生回数: 12508

オリオン流星群
00:06 再生回数: 23479

木星のガリレオ衛星
00:04 再生回数: 1066

ログイン中に押すと”お気に入り”に登録されます。
（削除するにはパソコンでYouTubeにログインして
 削除作業をする必要があります）

動画

検索

BLUEDOT

設定

情報

マイ動画

お気に入り

再生リスト

ログアウト

標準版を見る

HAYABUSA -BACK TO THE EARTH- 【Trailer】
02:21★★★★★

★★★★★

★★★★★

再生回数: 257035 LIVEhayabusa

Tokyo Sky Tree 634m height (New Tokyo Tower)
02:11 再生回数: 70028 hiconchitoyo

稲妻の記憶 東京空風景　Lightning Tokyo
01:06 再生回数: 2077202 yohpiy

How to make Shrimp(Ebikatsu)Burgerえびかつバーガー
05:26 再生回数: 819 runnyrunny999

2010/04/05オーロラ大爆発 Northern Lights,Break Up(Live!Aurora)nor...
00:39 再生回数: 164410 au55

1-5/5

検索結果 hayabusa

ユーザー名
アップロードした動画を表示します※

お気に入りの動画を表示します
再生リストを表示します

ログアウトします

セットアップメニュー

システム設定

ネットワーク設定

バージョン

YouTubeユーザー名

YouTubeパスワード

YouTubeに戻る

▲

	ユーザー名とパスワードを登録していない場合は、設定画面に移動し
ます。▲

	ユーザー名やパスワードが正しくない場合や、認証サーバーが混雑して
いる場合など、ログインできない場合があります。再度お試しください。

※YouTube	XL の仕様により、アップロードした動画
は「一般公開」設定の動画のみ表示されます。
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④ 各種の設定

③ 電源をオフにする

リモコンの  ボタンを押すと設定画面に移行し、次の項目を設定できます。

十字ボタンと決定ボタンで設定できます。前の画面に戻るときは  ボタンを押します。

システム設定

ネットワーク設定

バージョン

YouTube ユーザー名

YouTube パスワード

YouTube に戻る

言語 設定画面の言語を切り換えます（日本語 /英語）
 ※YouTube XL の言語切換ではありません。

TVモードセットアップ ビデオ出力（HDMI/CVBS）とHDMI出力時の出力解像度、CVBS（AV

ビデオセットアップ 明るさ /コントラスト /色合い /彩度を調整できます。

IP アドレスの自動取得（DHCP）/ 手動設定、IP アドレス、ネットマスク、Gateway、DNSの設
定ができます。
※アドレスの数字はリモコンの数字ボタンで3ケタで入力してください。

工場出荷設定 工場出荷状態に戻します。

ファームウェアの更新 ファームウェアの更新の有無を確認します。 
最新のファームウェアが見つかった場合、適用するかの問いかけに対し  
て「はい」を選んでください。更新が始まります。更新には数十分必要  
です。完了すると自動的に再起動します。 
※更新中は絶対に電源を切らないでください。

ログインに必要なユーザー名を入力します。
画面に表示されるキーボードで入力し、終了したらEnter を選んでください。

ログインに必要なパスワードを入力します。
画面に表示されるキーボードで入力し、終了したらEnter を選んでください。

YouTube
 
XL

 
画面に戻ります。

現在の動画が終わったら次の動画を再生する。 動画の再生が終わったら次の関連動画を連続再生していきます。
 ※初期値：オフ

未成年に不適切な可能性のある動画を表示しない。 未成年に不適切な可能性のある動画はリストに表示されません。
 ※初期値：オフ

言語を設定 YouTube XL 画面のOSD言語を設定します。
 ※初期値：日本語

地域を設定 表示する動画の対象地域を設定します。
 ※初期値：日本

電源ボタンを押す。

YouTube XL の設定

本体の設定

YouTube XL のホーム画面左のタブにある「設定」を選ぶと、次の項目の設定ができます。
十字ボタンと決定ボタンで設定できます。

本機が操作不能になるなどリモコンで電源をオフできない場合、本体
背面の電源ボタンを長押ししてください。

画面が切り換わる際に一度映像信号が消えますが、故障ではありません。
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人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示し
ています。
人がけがをしたり、損害の発生が想定される内容を示してい
ます。

記号は、禁止される行為を表しています。

記号は、行わなければならないことを表しています。

警告
注意

絵表示の例

煙が出たり、変なにおいや音がしたりするなどの異常が見つかったら、
すぐに電源プラグを抜く。
　そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。弊社サポートセン
ターに修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですのでおやめ
ください。

内部に水や異物を入れない。入ったときは、すぐに電源プラグを抜く。
　そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。弊社サポートセン
ターに修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですのでおやめ
ください。

指定以外の電源で使用しない。
　火災・感電の原因となります。

電源コードを破損しないようにする。
　火災・感電の原因となります。

電源プラグの付着物は取る。
　プラグを抜いて、乾いた布で拭いてください。火災・感電の原因となり
ます。

電源プラグはきちんと差し込む。傷んだプラグは使わない。
　差し込みが不完全ですと、火災・感電の原因となります。

分解、改造を行わない。
　内部の部品に直接触れると、火災・感電・けがの原因となります。

 雷が鳴り始めたら電源プラグに触れない。
　火災・感電の原因となります。

風呂やシャワー室、キッチンなど湿気や油煙の多いところで使用しない。
　火災・感電の原因となります。

異常に温度が高くなる場所や寒暖差の激しい場所に置かない。
　火災・感電・故障の原因となります。

本機を落としたり大きな衝撃を与えたりしない。
　電源プラグをコンセントから抜いた上で、弊社サポートセンターにご
連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない。
　電源コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

濡れた手で触れない。
　感電の原因となることがあります。

過度のたこ足配線をしない。
　火災・感電の原因となることがあります。

底面の放熱口に付着したホコリやゴミをこまめに取り除く。
　詰まったまま使用すると、火災・故障の原因となります。

大きな衝撃をあたえない。
　本機が故障・破損する原因となります。

本機を布などで覆ったり、底面の放熱口を塞いだりしない。
　本機の内部に熱がこもり、火災・故障の原因となります

移動するときは本機に接続されているすべての配線を取り外す。
　けが・故障の原因となることがあります。

長時間ご使用にならないときは電源プラグを抜く。
　安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

ご使用の前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みください。製品を安全に正しくお使いいただくために、いろいろ
な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

安全にお使いいただくために

警　告

注　意

電池について安全上の注意

本機を廃棄する場合は、地方自治体の条例に従ってください。

電池は乳幼児の手の届く場所に置かない。
　電池は飲み込むと窒息や内臓への障害の原因となることがあります。
　万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。

電池を火の中に入れない、加熱・分解・改造・充電したりしない。
　破裂・発熱・発火・液漏れなどを起こし、けが・火傷の原因となります。

指定以外の電池を使わない。
　破裂・液漏れなどを起こし、けが・火傷の原因となります。

新しい電池と使用済みの電池を混ぜて使わない。
　破裂・液漏れなどを起こし、けが・火傷の原因となります。

使い切った電池はすぐにリモコンから取り出す。
　そのままリモコンの中に放置すると破裂・発熱・発火・液漏れなどを起こ
し、けが・火傷の原因となります。

電池の液が漏れたときは素手で液を触らない。
　液が目の中に入ったときや体や衣服についたときは直ちに水道水など
のきれいな水で洗い、すぐ医師にご相談ください。

ご使用に関する注意
お手入れ
お手入れにはベンジンなどの化学薬品を使わないでください。表面が変
質する原因となります。汚れが付いた場合は柔らかい布で拭いてくださ
い。油汚れの場合は、薄めた中性洗剤にやわらかい布を浸して固く絞り、
軽く拭いてください。

結露について
寒い場所から温かい場所へ急に移動し急激な温度変化を与えたり、本
機を湿気の多い場所に置いたりすると、湿気が本体の表面や内部に結
露することがあります。このまま電源を入れると故障の原因となります
ので、本機の電源を入れずに放置し、結露を蒸発させてからご使用くだ
さい。

視聴時の注意
暗い場所で視聴したり、長時間にわたって画面を見続けたりすると、目
の疲れや視力低下につながることがあります。暗所での視聴や長時間の
視聴は避け、身体に不快感や痛みを覚えたときは視聴をやめて休息を
取ってください。また、視聴時はスピーカーやヘッドホンの音量を上げす
ぎないよう注意してください。聴力に悪い影響を与えることがあります。

ファームウェアの更新について
本機は機能改善などを目的にファームウェアの更新を行うことがありま
す。「かんたん操作ガイド」の「本体の設定」の「バージョン」をご覧ください。

仕様上の注意
◆	 設定の更新中やファームウェアの更新中に決して電源をオフにした
り、ACアダプターをコンセントから抜かないでください。本機が故障
したり、データが消失する可能性があります。

◆	 本機を他のテレビやラジオなどの電気機器に隣接して設置した場合、
映像や音声に雑音が入るなど、互いの性能に悪影響を及ぼす可能性
があります。できるだけ両者を遠ざけるなどの対策を講じてください。

補償について
何らかの不具合/故障などによって生じた、データやその他の損失、およ
び直接的・間接的な損害について、弊社では一切の責任を負うことがで
きません。本機を修理に出されたときも同様です。あらかじめご了承くだ
さい。

保証修理/交換
保証期間内であっても、本書や取扱説明書、保証書、背面印刷などに
記載されている注意事項に沿わない使い方をされたことが原因で故
障や破損などが起きた場合、弊社では一切保証できませんので、あら
かじめご了承ください。
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故障かな？と思ったら
電源が入らない

画面が真っ黒で映らない

電源を切れない

映像や音声が乱れたり途切れたりする

音声が出ない

操作に対する反応が悪い場合がある

画面は表示されるが、YouTube XL の画面
が出ない

・	 ACアダプターがコンセントおよび本機に正しく接続され
ているかご確認ください。

・	 リモコンが受光部を向いているか、電池が消耗していない
かご確認ください。

・	 ネットワークが混雑している場合や、サービスを提供して
いるYouTube 側に負荷が集中している場合、映像がモザ
イク状に乱れたり、途切れたりすることがあります。HD
動画を再生中の場合は標準画質に戻してお試しください。

・	 元の映像データ自体に問題がある場合、正しく再生されま
せん。

・	 映像が止まったまま音声だけ流れるなど、再生に異常が生
じた場合、一度本機の電源をオフにし、しばらくしてから
再び電源を入れてみてください。

ログインできない
・	 ユーザー名とパスワードが間違っていないかご確認ください。
・	 ネットワークが混雑している場合や、サービスを提供して

いるYouTube 側に負荷が集中している場合、ログインで
きない場合があります。ログインに失敗した場合、一度電源
をオフにして、しばらく経過してから再度お試しください。

設定が保存されない
・	 YouTube	XL のログイン用のユーザー名、パスワードは本

体設定にて設定していただく必要があります。
※	仕様上、ログインの状態は保持できません。
・	 かな漢字変換に学習機能は搭載していません。

・	 本機の電源がオンになっているか（電源ランプが緑色に点
灯しているか）ご確認ください。電源ランプが赤色の場合
は電源オフの状態ですので、電源を入れてください。

・	 本機とテレビが正しく接続されているか、またテレビ側が適
切な外部入力モードに切り替わっているかご確認ください。

・	 HDMIで接続されている場合、一度付属のAVケーブルでテ
レビにつなぎなおし、映像が出力されているかご確認くださ
い。映像が出力されている場合は、本紙の「各種設定」の「本
体設定」を参考に、「TVモードセットアップ」にて「ビデオ
出力」が「HDMI」になっているか、「出力解像度」がご使用
のテレビに合っているかご確認ください。出力解像度を一度
低く設定し、再び高画質に戻すと正しくテレビで認識される
場合があります。

・	 リモコンが受光部を向いているか、電池が消耗していないか
ご確認ください。

・	 何らかの要因で電源をオフにできなくなった場合は背面の電
源ボタンをしばらく押し続けてください。

・	 テレビの音量がゼロまたは小音量になっていないかご確認
ください。

・	 テレビの音量が消音状態になっていないかご確認ください。
・	 テレビにヘッドホンが接続されていないかご確認ください。
・	 音声のない動画の可能性があります。

リモコンが効かない
・	 リモコンの電池が消耗していないかご確認ください。
・	 リモコンの電池の向き（極性）が正しいかご確認ください。
・	 リモコンの信号が正しく受信されていない可能性がありま

す。リモコンは正面方向から操作してください。
・	 一度本機の電源をオフにして、しばらくしてから再び電源

を入れてみてください。

・	 HD/HQ高画質動画の再生中は操作が緩慢になる場合があ
ります。映像を一時停止してから操作してください。

・	 ネットワークが混雑している場合や、サービスを提供して
いるYouTube 側に負荷が集中している場合、反応が悪く
なったり、止まる場合があります。しばらく経過してから
再度お試しください。

・	 リモコンが受光部を向いているか、電池が消耗していない
かご確認ください。

・	 本機がインターネットに正しく接続されているかご確認く
ださい。正しく接続されていない場合、起動後に警告メッ
セージを表示します。表示が出た場合は次の点をご確認く
ださい。

①	ネットワークケーブルが破損していないか。
②	正しくルーターやハブに接続されているか。
③	インターネットに接続するために使用している「ルー

ター」側の IP アドレスの割当設定が「DHCP」（自
動設定）になっているか。

	 ネットワークアドレスの手動設定をご希望の場合または自
動設定がうまく働かない場合は本体設定画面にて、IPアド
レスおよび、ネットマスク、Gateway、DNSをご自身で
入力していただく必要があります。ルーターの設定画面ま
たはインターネット・サービス・プロバイダーの設定書を
ご確認ください。

※	ご不明の場合は、ご利用中のルーター・メーカーまたはルー
ターを提供されているインターネット・サービス・プロバ
イダーに設定をご確認ください。

・	 運営会社のYouTube 側で何らかのトラブルが起きている
可能性があります。パソコンなどでご確認いただくか、し
ばらく経過してから再度お試しください。
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製品仕様
	型名	 BCT-10	
	対応サービス	 YouTube	XL
	外形寸法（幅×高×奥行）	 132×28×101mm
	本体質量	 約200g
	電源	 入力	:	AC	100V	〜	240V	50/60Hz
			 出力	:	DC	5V	3A
			 ※専用ACアダプターを付属
	入出力端子	 HDMI出力×1
			 AV出力×1
			 Ethernet端子×1
			 電源入力×1

※	YouTubeおよびYouTubeロゴは、Google	Inc.の商標または登録商標です。

※	HDMI、HDMIロゴおよびHigt-Definition	Multimedia	Interfaceは、HDMI	Licensing	LLCの商標または登録商標です。

TEL: 0570-010080（ナビダイヤル）

FAX: 043-295-8852
E-mail : support@bluedot.co.jp
ご利用時間 : 午前10時から午後5時まで（土・日・祝日・会社指定休日を除く）

043-295-8882

〒267-0056　千葉県千葉市緑区大野台2-3-1
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