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防水9型フルセグ対応ポータブルDVDプレーヤー

フルセグ対応
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ACアダプター ワンセグ用アンテナ アンテナ変換ケーブル イヤホン

カーアダプター リモコン オープナー 吸盤フック2個 吸盤用シート2枚

車載用カバー miniB-CASカード
※台紙に添付されています。

取扱説明書（保証書）
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本製品はご家庭のAC100V電源と自動車電源（12V専用）および内蔵の充電式
バッテリーパックで使える3電源方式です。
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カーアダプターで使うには（自動車用電源12V専用）

カーアダプターの誤った使い方は、火災や感電、故障の原因になります。
つぎの点にご注意ください。
※同梱のカーアダプター以外を使用しないでください。火災や感電、故障の原因になります。
※カーアダプターはDC12Vの電源に接続してください。絶対に24Vの電源には接続しないで
　ください。火災や感電、故障の原因になります。
※車で使うときは仮固定してください。仮固定せずに使うと急ブレーキなどで本機が移動し、け
　がや運転の妨げになり危険です。
※車に恒久的に取り付けないでください。また、運転の妨げになる場所、エアーバッグが作動す
　るときの妨げになる場所に置かないでください。事故やけがの原因となります。
※運転する人は運転中に画面を見たり、操作しないでください。事故の原因となります。
※カーアダプターを接続するときは電源を切って（エンジンを止めて）ください。
※ご使用にならない場合は、カーアダプーをシガーライターから抜いてください。

2. カーアダプタープラグを接続する
カーアダプープラグを本機のDC 12V端子に接続します。

3. カーアダプターを車のシガーライターに接続
カーアダプープラグをシガーライターに接続します。
※カーアダプターを使わないときは、シガーライターからカーアダプターを抜いてください。



赤色
赤色の点灯
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車への装着
1. 車載用カバーをヘッドレストの後ろに
　置き、ベルトでしっかりと固定する

2. 本機を入れる

3. 上カバーをしっかりと閉める
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本体またはリモコンの「　」ボタンを押して音量を最小にする

本体またはリモコンの「　」「　」ボタンを押して音量を調節にする



4.　　を押す
ディスクの最初に戻り再生します。
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テレビを見る

miniB-CASカードを差し込む

●miniB-CASカードは地上デジタル放送
　を視聴するために必要です。
　常に本体に差し込んだ状態にしておいて
　ください。

注意
miniB-CASカードは、本機の電源が切れ
ていることを確認してから抜き差ししてく
ださい。

電源スイッチを「オフ」にします。

1. 同梱の「miniB-CASカード」を台紙か
　らはがします。
※台紙に記載されて内容をよくお読みいた
　だき、了承されてうえで台紙からはがし
　てください。

2.miniB-CASカードスロットに「miniB-C
　ASカード」を差し込みます。

※miniB-CASカードの向きに注意してくだ
　さい。
※金端子部分には触れないでください。

3.「カチッ」と音がするまで指で押し込んで
　ください。

モニター側

アンテナを接続する
注意

接続する前に、本機の電源が切れているこ
とを確認してから抜き差ししてください。
●付属のワンセグ用アンテナを使用する
1. 本体の「アンテナ端子」に
　付属のアンテナケーブルの
　プラグを接続します。

反時計回りで
固定する

2. アンテナを受信状態のいい場所に設置
　します。
※フルセグ放送は受信できません。
※アンテナの底面のマグネットで
　金属面に固定できます。

底面
マグネット付

●フルセグアンテナ（市販品）を使用する
1. 本体の「アンテナ端子」に付属のアンテ
　ナ変換ケーブルを接続します。
F型コネクターへ

2. アンテナ変換ケーブルにご家庭の地デジ
　アンテナを接続します。
※ご家庭の地デジアンテナを使用する場合、
　F型コネクター付のケーブルをお使いく
　ださい。

本機では地上デジタル放送、ワンセグ放送
に対応しています。
一般社団法人　
放送サービス高度化推進協議会（A-PAB）
https://www.apab.or.jp/
電話：0570-000-250



テレビを見る

チャンネルサーチ

1. 本機の電源を入れます。
2.　　を押して「TV」モードにします。

3.「Loading...」と表示されます。
4.「Loading...」の表示が消えたら
　を押します。
5. チャンネルサーチが開始します。

6. チャンネルサーチが完了すると視聴
　画面に切り換わります。
※「Loading...」の表示が消えたら
　を押してもチャンネルサーチができます。
　「5.」の表示がでたら　　　で「チャン
　ネルサーチ」を選択し　　を押します。

TV

サーチ

番組表 チャンネルサーチ 設定

チャンネルサーチ

575.1MHｚ/6MHｚ
フルセグ：018 ワンセグ：007

012　日テレ1
013　日テレ2
014　NHKEテレ1東京
015　NHKEテレ2東京
016　NHKEテレ3東京
017　NHK総合1東京
018　NHK総合2東京

001　フジテレビ
002　TBS
003　テレビ東京携帯
004　テレビ朝日
005　日本テレビ
006　NHK携帯2
007　NHK携帯G・東京

サーチ

■停止 戻る

チャンネル切換

●チャンネルリストから切り換える

1.　　を押してチャンネルリストを表示し

　ます。

2.　　　でカーソルを移動し、　　を押すと

　チャンネルが切り換わります。

●　　　で切り換える

1.　　　を押すとチャンネルが切り換わり

　ます。

●数字ボタンで切り換える

1.　　　　　　　　を押すと割り当てられた

　チャンネルに切り換わります。

※割り当てられていない番号は無効です。

音声切換

●　　を押すたびに「主音声 /副音声」または

　「ステレオ /モノラル」に切り換わります。

※番組によってはこの機能は使えません。

字幕切換

●　　を押すたびに「字幕オン /字幕オフ」に

　切り換わります。

※番組によってはこの機能は使えません。

番組表 /番組内容の表示

EPG●　　を押すと視聴中のチャンネル番組表が表

　示されます。

　　　　で番組を選択すると番組内容が表示さ

　れます。

　　　または　　を押すと視聴画面に戻ります。

　
設定画面の表示

●　　を押す「設定」メニューが表示されます。

　設定内容は以下のとおりです。

・受信切換：自動 /ワンセグ /フルセグ
・工場出荷時設定：テレビ設定を初期化します。
・デバイス情報：型番、バージョン、シリアル
　　　　　　　　ナンバーを表示します。
・ファームウエア更新：使用しません。
※設定が終了したら　　を押すと視聴画面に

　戻ります。



●テレビ

映像が映らない
電波状況は悪くないですか。 フルセグの場合：

アンテナを調整してください。
ワンセグの場合：
電波状況の良い場所に移動してく
ださい。

字幕が表示されない 視聴している番組は字幕表示に対
応していますか。

字幕表示に対応していない番組では
字幕切換の機能はありません。

音声が切り換わらない 視聴している番組は音声多重に対
応していますか。

音声多重に対応していない番組では
音声切換の機能はありません。
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本書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。
上記「無料修理保証期間中」に故障が発生した場合は、商品と本書をこ持参のうえお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
所定記入欄が空白のままですと、本書は有効になりません。記入のない場合は直ちにお買い上げの販売店へお申し出ください。
●お客様へ
　お客様にご記入いただいた保証書の内容は保証期間内のサービス活動および安全点検活動のために、 記載内容を利用させていた
　だく場合がこざいますので、 ご了承ください。
●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

【無料修理規定】
1. 取扱説明書•本体添付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、弊社が無料修理いたします。

2. ご転居、ご贈答品などで修理依頼ができない場合には、取扱説明書に記載してあります弊社へご相談ください。

3. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
　（イ）使用上の誤りや不当な修理、改造による故障および損傷。
　（口） お買い上げ後の転倒、取付場所の移動、輸送、落下などによる故障および損傷。
　（ハ）火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常雷圧その他の外部要因による故障および損傷。
　（ニ）一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
　（ホ）本書のこ掲示がない場合。
　（へ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。 
　（卜）譲渡、転売、中古販売、オークションなどにおいて入手された場合。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
　※この保証書は本書で明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律
　　上の権利を制限するものではありません。

防水9型フルセグ対応ポータブルDVDプレーヤー  OT-WFD90TE

お買い上げ日

お買い上げ日から

保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。
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