
本製品を正しく使用するために、本紙を
必ずお読みください。
お読みになった後は、大切に保管して
ください。

①　赤外線受光部

②　お知らせランプ

③　録画ランプ

④　内蔵ハードディス
ク残量ランプ

⑤　外付けハードディ
スク残量ランプ

⑥　B-CASカード
挿入口

リモコン信号の受光部です。
※受光部の前に物を置くなどして、信号を遮らないでください。

橙色点灯：お知らせに未読メッセージがあります。
「らくらく！セットアップシート」うら面の「お知らせ
ランプが点灯したら」をご参照ください。

緑色点灯：起動中、および電源入(番組視聴中)
赤色点灯：電源切(待機状態)
赤色点滅：起動エラー(ACアダプターを接続しなおしても赤色点

滅するときは、当社修理センターに修理をご依頼くださ
い。)

消灯：ACアダプターを接続していない状態

録画中に赤色に点灯します。

ハードディスクの空き容量によって表示色が異なります。
緑色：50%以上の空き容量
橙色：50%未満の空き容量
赤色：10%未満の空き容量
消灯(外付けのみ)：ハードディスクが接続されていません。

付属のB-CASカードを挿入します。

リモコン

本体前面 本体背面

本体側面

※「テレビ」と記載された枠内のボタンは、リモコンをテレビに
向けて操作してください。それ以外のボタンは本製品にリモコ
ンを向けて操作してください。

⑦　アンテナ出力端子

⑧　アンテナ入力端子

⑨　アナログ音声端子（右：赤）

⑩　アナログ音声端子（左：白）

⑪　アナログ映像端子
　　(コンポジットビデオ出力（黄）)

⑫　HDMI端子

⑬　USB端子

⑭　電源端子

⑮　フック

⑯　ファン

他のチューナー機器にアンテナケーブルを接続する必要があるとき
にお使いください。地デジとBS/110度CSが混合された信号を出力
します。
※機器の電源が入っていない場合や、衛星デジタル放送に対応した

アンテナケーブルを使用していない場合、出力信号が減衰します。

地デジとBS/110度CSの混合アンテナを接続します。

付属のビデオ/オーディオケーブルを接続します。

テレビと本製品をHDMIケーブルで接続する際に使用します。
DVR-W1をご購入の場合、別途HDMIケーブルをご用意ください。

本製品に外付けハードディスク(別売)を増設する際に使用します。

付属のACアダプターを接続します。

ACアダプターのケーブルが抜けないように、フックにかけて固定し
ます。

ファンを塞ぐような設置はしないでください。

受信チャンネル　               地上デジタル 　　　　　VHF：1～12 ch / UHF：13～62 ch/CATV：C13～C63 ch
　　　　　　　　　            BS/110度CSデジタル　BS1～BS23 / ND1～ND24

アンテナ入力　　     　       地上/BS/110度CSデジタル放送アンテナ混合入力 （インピーダンス　75Ω)
　　　　　　　     　　       (コンバータ電源出力　DC15V　最大4W)

アンテナ出力                     地上/BS/110度CSデジタル放送アンテナ混合出力（インピーダンス　75Ω)

対応機能　　　     　　       CATVパススルー、 字幕放送、 番組表 

端子　　　　　　     　       アナログ映像端子 （RCA端子）

　　　　　　　     　　       アナログ音声端子 （RCA端子） 

　　　　　　　　     　       HDMI端子、 USB 2.0端子

最大録画予約可能件数         100件

最大録画可能件数　　　　   9999件

電源　　　　　　　            AC100 V 50/60 Hz 

消費電力　　　　　            衛星放送アンテナに電源を供給しない場合、
　　　　　　　　　            約 20 W ( バスパワーの外付けハードディスク使用時：約 22.5 W、 待機電力：約 1 W )

外形寸法　　　　　            W242 x H52 x D174 mm （突起部を含まず） 

重量　　　　　　　            約 1.32 kg （本体のみ）

動作環境　　　　　            温度 5 ～ 35 ℃、  湿度 20 ～ 80 % （結露なきこと） 

製品仕様
最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ

（buffalo.jp）をご参照ください。

※本製品は、データ放送および双方向サービス、デジタルラジオ放送には対応しておりません。

箱に入っているもの

□ らくらくTVレコーダー(本体).......................................... １台

□ リモコン.............................................................................. 1個

□ 単四形乾電池(リモコン用)................................................ 2個

□ ACアダプター....................................................................  1個

□ HDMIケーブル(DVR-W1V2にのみ付属)...................... 1本

□ ビデオ/オーディオケーブル.............................................. １本

□ B-CASカード..................................................................... １枚

□ はじめにお読みください（本紙）........... １枚

□ らくらく！セットアップシート............... １枚

□ 基本操作ガイド......................................... １枚

※付属の電池は動作確認用です。できるだけお早めに新しい電池とお取り替えください。
※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。

本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。
※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

箱には次のものが入っています。確認した項目には　をつけてください。
万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
なお、製品の形状はイラストと異なることがあります。

ビーキャス

□ こんなときは................................ １枚

□ ファーストステップガイド......... １冊

各部の名称とはたらき

電源ボタン

電源(テレビ)ボタン

入力切換(テレビ)ボタン

字幕ボタン

音声ボタン

地デジボタン

BSボタン

CSボタン

数字ボタン

チャンネル上/下ボタン

ズームボタン

消音(テレビ)

音量(テレビ)ボタン

本製品の電源を入/切します。

テレビの電源を入/切します。

テレビを外部入力(ビデオ1、ビデオ2など)に
切り換えます。 

字幕の表示を切り換えます（第1→第2→な
し）。字幕放送に対応していない番組では、字
幕ボタンを押しても字幕は表示されません。
また、字幕の表示には、ボタンを押してから3
秒程度時間がかかることがあります。ボタン
を押してから字幕が表示されるまでしばらく
お待ちください。

音声出力を切り換えます(主副：主+副→主→
副、多国語：第1→第2→・・・)。

地上デジタル放送に番組を切り換えます。

BS放送に番組を切り換えます。

110度CS放送に番組を切り換えます。

チャンネル番号を入力します。

チャンネルを切り換えます。チャンネルの上
下ボタンを押すと、マルチチャンネルも含め
てすべてのチャンネルを一つずつ順に表示を
切り換えます。マルチチャンネルとは、放送局
がハイビジョン放送1番組の代わりに標準画
質放送を同時に複数番組(2～3番組)放送する
チャンネルのことです。

全画面表示に切り換えることができます。映
像によっては、ズームボタンを押しても黒い
帯が表示されることがあります。このような
ときは、お使いのテレビのマニュアルを参照
して表示設定を調整してください。

番組表表示中に押すと、番組表を9列10時間
表示(初期設定)→7列8時間表示→9列8時間表
示 に切り換えます。

テレビの音声を消音する/しないを切り換え
ます。

テレビの音量を調整します。

録画一覧ボタン

番組表ボタン

メニューボタン

方向ボタン

決定ボタン

戻るボタン

画面表示ボタン

巻き戻しボタン

再生/一時停止ボタン

早送りボタン

10秒戻しボタン

停止ボタン

30秒送りボタン

録画ボタン

予約ボタン

消去ボタン

詳細ボタン

早見再生ボタン

3桁ボタン

青ボタン

黄ボタン

赤ボタン

緑ボタン

録画番組の一覧を表示します。

番組表を表示します。初期設定直後は視聴したことのある放送局以外
の番組は表示されません。すべてのチャンネルを一度視聴すること
で、番組一覧に情報が登録されます。
また、待機状態のとき(お知らせランプが赤色点灯)に、番組情報の取
得を行います（予約が無い状態で3時間程度かかります）。

本製品のメニュー画面を表示します。

カーソルを移動します。

選択した項目を決定します。

前の画面に戻ります。

視聴中の番組情報や、録画状態を表示します。

再生中の録画番組を巻き戻しします。

録画した番組を再生します。もう一度押すと一時停止になります。

一時停止中に[早送り]ボタンを押すと録画番組をスロー再生します。
[30秒送り]を押すと録画番組をコマ送りします。

再生中の録画番組を早送りします。

再生中の録画番組を10秒巻き戻します。

再生、録画、早送り、巻き戻しを停止し、録画番組の一覧を表示します。

再生中の録画番組を30秒早送りします。

視聴中の番組を録画します。
番組表で録画したい番組を選びボタンを押すと録画予約します。

予約録画番組の一覧を表示します。

録画番組を消去します。

番組の詳細情報を表示します。

録画した番組を再生中に押すと、音声付き早見再生となります。

ダイレクト選局画面を表示します。

[画面表示]ボタンと一緒に押すとリモコンコードを[1]に変更します。

[画面表示]ボタンと一緒に押すとリモコンコードを[2]に変更します。
天候が悪くBS/110度CS放送が視聴できないときに押すと降雨放送
に切り換わります。もう一度押すと降雨放送の視聴から通常の視聴に
切り換わります。

本製品では使用しません。

⑥

② ③ ④ ⑩ ⑪⑦ ⑧ ⑨⑤ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯①

らくらくTVレコーダー
DVR-W1シリーズマニュアル
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■本書の著作権は当社に帰属します。本書の一部または全
部を当社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁
じられております。

■BUFFALOTMは、株式会社メルコホールディングスの商
標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各
社の商標または登録商標です。本書では、TM、 R 、 C な
どのマークは記載していません。

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容につい
ては、改良のため予告なしに変更される場合があり、現
に購入された製品とは一部異なることがあります。

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、
万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、
お買い求めになった販売店または当社サポートセン
ターまでご連絡ください。

■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としての使用または
これらに組み込んでの使用は意図されておりません。こ
れら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用さ
れ、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な
損害などが生じても、当社ではいかなる責任も負いかね
ます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設
計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に
万全を期されるようご注意願います。

■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設
計、製造されています。日本国外では使用しないでくだ
さい。また、当社は、本製品に関して日本国外での保守ま
たは技術サポートを行っておりません。

■本製品（付属品等を含む）を輸出または提供する場合は、
外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規
等の規制をご確認の上、必要な手続きをおとりくださ
い。

■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に
沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載され
た取扱方法に違反する使用はお止めください。

■当社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証
しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合につ
いては、保証しておりません。本製品がハードディスク
等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用す
るものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守
してください。また、必要なデータはバックアップを作
成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、ま
たはバックアップの作成を怠ったために、データを消
失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、当社は
その責任を負いかねますのであらかじめご了承くださ
い。

■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく
損害賠償責任は、当社に故意または重大な過失があった
場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致しま
す。

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を
修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換
致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じませ
ん。

著作権について
あなたが録音・録画したものは、あなたが個人として楽しむ以外は、著作権等の権利者
に無断で使用することはできません。録音・録画したものを、権利者の許諾なく、複製・
改変・販売・譲渡・貸与・上演・上映したり、インターネットで送信・掲示したりすること
は、著作権法で禁止されています。

当社 当社

当社


