
裏面へ

まだ本製品をつながないでください
正しく動作しません。
このインストール手順が終わってから、本製品をつないでください。

アンテナに無理な力を
加えないでください
アンテナが折れる原因となります。

１ インストールする

1 コンピュータの管理者グループに属する
ユーザーで、Windowsにログオンします。

2 サポートソフトCD-ROMをセットします。

3 4 下の画面の順にボタンをクリックします。

クリック3

クリック4

それぞれ、ソフトウェアのインストールが始まります。画面の指示
にしたがってください。
インストールが終わってから、次のボタンをクリックしてください。

2 スイッチをスライドします。

つなぐ２ Windowsで使えるようにする３

クリップを使いこなす

直接つなぐ

ヒ
ン
ト ノートパソコンのディスプレイ脇に取り付けると、視聴の邪魔にな

らず、便利です。
デスクトップパソコンの場合は、受信感度の良い位置に取り付ける
と、きれいに受信できます。
クリップを使いこなして、ワンセグ視聴をお楽しみください。

クリップや USB 延長ケーブルを使わず、本製品を直接 USB ポート
につなぐこともできます。
その場合、受信感度が落ちてしまう可能性があります。正しく視聴
できない場合は、USB延長ケーブルをお使いください。

使わないときは
手順を逆に進め、USB端子を収納し、アンテナを固定してください。

スイッチを軽く押し込んでから、スライド
してください。
⇒ USB端子が出てきます。

⇒ 本製品のランプが点灯します。

つないでしばらくすると、
Windows で使えるようにする
ための画面が表示されます。
画面の指示にしたがってくだ
さい。

下のような画面が表示されたら

■Windows XP

クリック

■Windows Vista™

クリック

クリック

［続行］ボタン または ［このドライバソフトウェア
をインストールします］をクリックします。 
弊社にて問題なく使えることを確認しております。

下のような画面が表示されたら
1 [いいえ、今回は接続しません]を選び、[次へ]
ボタンをクリックします。

2 次の画面では[次へ]ボタンをクリックします。
あとは画面の指示にしたがってください。

②クリック

①クリック

クリック

下のような画面が表示されたら
[ドライバソフトウェアを検索してインストールします]
をクリックします。あとは画面の指示にしたがってくだ
さい。

環境の設定をする４
予約録画を実行できる状態にします。この設定を行わないと、予約録画の実行に失敗するおそれがあります。

1 ｢画面のプロパティ｣を開きます。
デスクトップを右クリックし、表示された［プロパティ］をクリックし
ます。

2 ［スクリーンセーバー］タブをクリックします。

4 ［電源］ボタンをクリックします。

5 ［詳細設定（詳細）］ボタンをクリックします。

7 ［OK］ボタンをクリックし、画面を閉じます。

3
以下の項目がチェックされている場合は、チェックを外します。
スクリーンセーバーの設定をします。

「再開時にようこそ画面に戻る」という項目
「パスワードによる保護」という項目

6 パスワードの設定をします。
以下の項目がチェックされている場合は、チェックを外します。

｢スタンバイおよび休止状態からの回復時にパスワードを入力
する｣という項目

｢スタンバイ状態から回復するときにパスワードの入力を求め
る｣という項目

1 ｢個人設定｣を開きます。
デスクトップを右クリックし、表示された［個人設定］をクリックし
ます。

2 ［スクリーンセーバー］をクリックします。

4 ［電源設定の変更...］をクリックします。

5 ［スリープ解除時のパスワード保護］をクリックします。

7 ［変更の保存］ボタンをクリックし、画面を閉じます。

3
以下の項目がチェックされている場合は、チェックを外します。
スクリーンセーバーの設定をします。

「再開時にログオン画面に戻る」という項目

6 パスワードの設定を解除します。
以下の項目をチェックします。

｢パスワードを必要としない｣という項目

Windows XPで GV-1SG/USBドライバをインストールする場合ヒ
ン
ト 最初の画面で［イ

ンストール］を選
び、［OK］ボタン
をクリックしてくだ
さい。画面の指示
にしたがい、イン
ストールを完了し
ます。

DirectXのインストール（Windows XPのみ）
本製品を使うには、DirectX 9 以降が必要です。サポートソフト
CD-ROMでは、DirectX 9.0cをインストールできます。

下のような画面が表示されたら
Windows Vista™で本製品を使うには、Windows Vista™の新機
能であるユーザーアカウント制御を無効にする必要があります。こ
の設定は自動的に行われます。

時々、デスクトップ画面に以下のようなウィンドウが表示されます
が、しばらくしますと自動的に閉じられます。
問題なく製品をお使いいただけることを、弊社で確認しております。

5 パソコンのUSBポートに本製品をつなぎます。

3 クリップを取り付けます。

4 USB延長ケーブルをつなぎます。

1 アンテナを開きます。

パソコンの
USBポート

Windows XP Windows Vista™

Windows Vista™では、「自動再生」画面が表示されます。その場合、
［プログラムの実行］をクリックしてください。

B-MANU200693-02

本製品を使うまでの手順が説明されています。
本書をご覧になり、本製品をお使いください。

セットアップガイド
GV-1SG/USB



古紙パルプ配合率100%
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５ SEG CLIPの初期設定をする

3

5

使うチャンネル
リストを選択

4 お住まいの
地域を設定

2［チャンネルリスト］
タブをクリック

7［チャンネルリスト］
タブをクリック

SEG CLIPを使うときは、本製品をつないでいてください
取り外すと、SEG CLIPを使うことができません。

詳しい操作方法は、画面で見るマニュアルをご覧ください
SEG CLIPの 　をクリックすることで表示されます。
本紙に記載されていないような操作方法も案内されています。

ダブル
クリック

1

6 これでセットアップは完了です。
右をご覧になり、本製品をお使いください。

テレビを見る
1 視聴モードにします。

2 放送局を選びます。

2 放送局を選びます。

テレビが表示されます。

予約録画する
1 視聴モードにします。

3 番組をダブルクリックします。

4［OK］ボタンをクリックします。
番組が予約されます。

再生する
1 再生モードにします。

2 録画番組を選ぶ
録画番組が再生されます。

データ放送
それぞれのチャンネルで、番組に関連する情報や、天気予報・地域情報などが配信されています。
SEG CLIPでは、これらのデータ放送も見ることができます。
※ データ放送内のリンクでケータイサイトへの接続がされるものや携帯電話のみ利用可能なサービスについては、

パソコンからはアクセスできないことがあります。

録画した番組の取り扱い
録画した番組は暗号化されています。
録画した番組を再生するには、「録画したパソコン」に「録画に使っ
た本製品」をつないでいる必要があります。ご了承ください。

チャンネルを変えたり、再生モードにできない
録画中はチャンネルを変えたり、再生モードにできません。番組を
録画していないかご確認ください。

字幕について
字幕が映像よりも遅れている場合、放送データの時点で遅れている
場合があります。

手動でチャンネルを設定する
～選んだ地域に目的のチャンネルがない場合～

スキャン機能を使えばあらかじめ本製品で用意されているチャンネル設定以外を手動
で登録することができます。
　 で［スキャン］を選び、表示された［全局スキャン］ボタンをクリックしてください。4

11 クリック

10 クリック

8 クリック

1 ［視聴モード］を
クリック
［視聴モード］を
クリック

2 放送局を選ぶ放送局を選ぶ

2 放送局を選ぶ放送局を選ぶ 3 録画する番組を選ぶ録画する番組を選ぶ

2 再生する番組を選ぶ再生する番組を選ぶ

4 ［OK］ボタンをクリック［OK］ボタンをクリック

1 ［再生モード］を
クリック
［再生モード］を
クリック

音量増減
設定

チャンネル切換
録画停止
録画録画一時停止

ミュート（消音）

音量増減

スキップ
再生停止

ミュート（消音）
再生位置変更

再生時間 /全体時間

受信強度ヒ
ン
ト SEG CLIP には受信強度が表示されます。正しく表示さ

れない、番組表などが表示されない場合は、この表示
をご覧になり、アンテナを調整してください。

録画ファイルの保存場所を設定するヒ
ン
ト 　 をクリックし、画面で見るマニュアルをご覧ください。

1 ［視聴モード］を
クリック
［視聴モード］を
クリック

再生一時停止再生一時停止
再生再生

クリック

クリック6

9 お住まいの
地域を設定

自動的に設定されます。




