
必ずお読みください
GV-TV100

B-MANU201722-01 このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがと
うございます。お使いになる前に本書をよくお読みいただ
き、正しいお取り扱いをお願いいたします。

●本製品は動作時、筐体表面とロッドア
ンテナが熱くなります。これは、全体で
放熱を行う設計によるものです。故障
ではありません。
手で触れる際は、熱に十分注意した上
でお取り扱いください。

■ 重要なお知らせ ■

□本製品

内容物

● お買い上げ時のレシート  はご購入日
を証明するものです。大切に保管してく
ださい。詳しくは右の【ハードウェア
保証規定】をご覧ください。

ハードウェア保証規定

取扱説明書（本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。）等にしたがった正常な使用状態で故
障した場合には、お買い上げ時より12ヶ月無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いた
します。

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定（以下「本保証規定」といいます。）に明示した条件のもとにおいて、お客様へのサービス
として、弊社製品（以下「本製品」といいます。）の無料での修理または交換をお約束するものです。
1 保証内容

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみで、ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品も
しくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

2 保証対象

本保証規定に別途定める他、ハードウェア保証書（ハードウェア保証書が添付されていない製品
の場合はお買い上げ日が記載されたレシート等にかえることができます。以下同様です。）をご提
示いただきましても、次の場合は無料修理または交換の対象となりません。この場合において、お
客様が修理を希望される場合には、修理が可能であっても有料修理となりますので、修理費用を
別途ご負担いただくことになります。

3 保証対象外事由

1）　販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合（オークション等個人売買にてご購入
された場合には、お客様自身のご購入日ではなく、最初に販売店等で購入された日が保証
期間の起算点となります。）

2） 修理ご依頼の際、ハードウェア保証書のご提示がいただけない場合
3） ハードウェア保証書の所定事項（型番、お名前、ご住所、ご購入日等〔但し、ご購入日欄につい

ては、保証期間が無期限の製品は除きます。〕）が未記入の場合または字句が書き換えられた
おそれがある場合

4） 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、テロ、暴動、公害または異常電
圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合

5）お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは
損傷の場合

6)　接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等
に起因する故障もしくは損傷の場合

7) 添付または弊社ホームページ（http://www.iodata.jp/）に掲載されている最新の取扱説明書
等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合

8)　合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持･管理環境に起因する故障もしくは
損傷の場合

9） 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
10) 弊社が寿命に達したと判断した場合
11) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
12) その他弊社が無料修理の対象外と判断した場合

4 修理
1)　修理を弊社へご依頼される場合は、本製品とハードウェア保証書を弊社へお持ち込みくださ

い。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は
弊社負担とさせていただきます。

2)　発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関す
る保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事
故に関しては責任を負いかねます。

3)　本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合
や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去され
ます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータ
につきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。

4)　弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品、もしくは修理の際に交換された
本製品の部品は弊社にて適宜処分しますので、お客様にはお返しいたしません。

5 免責
本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等
について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る
等の措置を講じてください。
また、弊社に故意または重過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかん
を問わず製品の価格相当額を限度といたします。
本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、弊社は無償にて当該瑕疵を修理し、ま
たは瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

6 保証有効範囲
弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用
につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。
Our company provideｓ the service under this warranty only in Japan.

弊社修理センターのご案内
〒920-8513　石川県金沢市桜田町2丁目84番地

株式会社  アイ・オー・データ機器  修理センター 宛
送
付
先

ロッドアンテナ差込口

ストラップ取り付け穴
※ストラップは添付されて
　いません。

USB端子

mini B-CASカード
スロット

□アンテナ変換ケーブル（1本）

□ロッドアンテナ（1本）

□地上デジタル用miniB-CAS カード（1枚）

□サポートCD-ROM（1 枚）

□セットアップガイド（1枚）

□手引き（1枚）

□必ずお読みください［本書］

使用上のご注意

● 大切な録画は…
・必ず事前に試し録画をして、正常に録画されることを確認し

てください。

・本製品を使用中、万一これらの故障や不具合により録画され

なかった場合等の録画内容の補償については、ご容赦くださ

い。

・本製品の動作中に停電などが発生すると、場合により録画さ

れた内容が消去されてしまう場合があります。

・本製品を修理センターにお送りいただいた場合、これまで録

画した番組を再生できなくなる場合があります。

● 本製品の廃棄について
本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってくだ

さい。

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

この記号は禁止の行為を告げるものです。

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。

この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負う
ことがあります。

警告

この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物
品に損害を与えたりすることがあります。

注意

それぞれの表示について 絵記号の意味

警告 注意

パソコンの電源を切って、コンセントからプラグを抜いてください。
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止する

故障の原因になることがあります。
● 振動や衝撃の加わる場所 ● 直射日光のあたる場所
● 湿気やホコリが多い場所 ● 温湿度差の激しい場所
● 静電気の影響の強い場所 ● 傾いた場所
● 熱の発生する物の近く（ストーブ、ヒーターなど）
● 強い磁力・電波の発生する物の近く
　　（磁石、ディスプレイ、スピーカー、ラジオ、無線機など）
● 水気の多い場所（台所、浴室など）
● 腐食性ガス雰囲気中（Cl2、H2S、NH3、SO2、NOx など）

本製品は以下のような場所で保管･使用しない

● 落としたり、衝撃を加えたりしない
● 本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない
● 重いものを上にのせない
● 本製品内部およびコネクター部に液体、金属、たばこの煙などの
異物を入れない

本製品は精密部品のため、以下のことに注意する

静電気が流れ、部品が破壊されるおそれがあります。静電気は衣
服や人体からも発生するため、本製品の取り付け・取り外しは、
スチールキャビネットなどの金属製のものに触れて、静電気を逃が
した後で行ってください。

本製品のコネクターには直接手を触れない

火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。修理は弊社
修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保
証期間であっても有料修理となる場合があります。

本製品を修理・分解・改造しない

火災・感電の原因となります。
お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意
ください。

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しない

感電や、本製品の故障の原因となります。

ぬれた手で本製品を扱わない

感電の原因となります。

雷が鳴り出したら、本製品やケーブルに触れない

本製品 (小さな部品含む )を乳幼児の手の届くところに置か

ない
以下のものなどは、誤って飲み込み、窒息するおそれがあります。
・mini B-CASカード
・アンテナ変換ケーブル
・ロッドアンテナ
万一、飲み込んだと思われる場合は、ただちに医師にご相談く
ださい。

● ケーブルは足などに引っ掛からないように、配線してください。
足を引っ掛けると、けがや接続機器の故障の原因となります。

● 熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル被覆が破れ、
接触不良などの原因になります。

● 動作中にケーブルを激しく動かさないでください。接触不良お
よびそれによるデータ破壊などの原因になります。

● ケーブルを取り外すときは、ケーブル部分を持たないでください。

ケーブルについて

● 接続ケーブルなどの部品は、添付品または指定品をご使用く
ださい。指定品以外を使用すると火災や故障の原因となります。

● 接続するコネクターやケーブルを間違えると、コネクターや
ケーブルから発煙したり火災の原因になります。

本製品の取り扱いは、必ず本書で接続方法を確認し、以

下のことに注意する

本製品を一定時間使うと、本製品が熱くなります。
長時間にわたって同じ個所で触れ続けると、低温やけどを起こす
おそれがあります。

長時間にわたって同じ個所で触れ続けない

ケーブルが傷つき、火災や感電の原因となります。
電源コードや接続コードを外したことを確認してから移動させて
ください。

接続したまま移動しない

ヒ
ン
ト

取扱説明書の読み方
・セットアップガイド…本製品の初期設定を説明しています。
・手引き  …プレーヤーの概要を説明しています。
※プレーヤーの詳細については、ヘルプをご覧ください。
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【ご注意】
1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。
したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法
律で禁じられています。

2) 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、兵器システムな
どの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの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、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、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。

3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負い
かねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等
を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. 
We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or 
inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or 
after-service for this product outside Japan.)

4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。
国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。

5) お客様が録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無
断で使用できません。

6) 著作権を侵害するデータを受信して行うデジタル方式の録画・録音を、その事実を知りながら
行うことは著作権法違反となります。

7) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますので
ご了承ください。

● I-O DATA は、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
● Microsoft, Windows は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。
● "iTunes" は、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。
● "iPhone"、"iPod touch " は、Apple Inc. の商標です。
● iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
● "Android" および "Android マーケット" は、Google Inc. の商標または登録商標です。
● " ニコニコ実況 "は、株式会社ニワンゴの登録商標です。
● その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

www.ioplaza.jp/pkg.htm
アイオープラザ

直販サイト「アイオープラザ」より
　①付属品をはじめ、すべての弊社製品を販売中。
　②万一でも安心の製品保障サービス受付。
　③新規会員登録で、優待ポイント1,000円分進呈。

※特典内容は予告なく変更する場合があります。

アフターサービス

B-CAS カードのお問い合わせ

株式会社ビーエス・コンディショナルアクセス・シス
テムズ・カスタマーセンター

（IP電話からは、                            ）
電話：

ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的
の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

TVPlayer/TVStream のお問い合わせ

株式会社マキ・エンタープライズ　ユーザーサポート係

※ お問い合わせは、上記ページのお問い合せフォームでのみ受け
　 付けております。

http://www.makie.com/sup/

iPhone、iPod touch、iPad での番組視聴・再生に使うアプリケーショ
ン「TVPlayer」「TVStream」のお問い合わせはこちらです。

修理

●送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただいており
ます。
●有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。（見積無料）
金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。
●本製品を修理センターにお送りいただいた場合、これまで録画した番組を
再生できなくなる場合があります。
●お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
●保証内容については、保証規定に記載されています。
●修理をお送りになる前に製品名とシリアル番号（S/N）を控えておいてくだ
さい。

修理をご依頼される場合は、以下の要領でお送りください。

梱包は厳重に！
弊社到着までに破損した場合、有料修理と
なる場合があります。

〒920-8513
石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社  アイ・オー・データ機器  修理センター 宛

http://www.iodata.jp/support/after/修理について詳しくは…

紛失をさける為 宅配便・書留ゆうパック でお送りください。

ハードウェア
保証書

本製品

メモ

※メモの代わりにWeb掲載の修理依頼書
　を印刷してご利用いただくと便利です。

●氏名

●FAX番号

●住所

●メールアドレス

●電話番号

●症状

本製品のお問い合わせ

弊社サポートページのQ&Aを参照
http://www.iodata.jp/support/

必ず以下の内容をご確認ください

それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

< ご用意いただく情報 >　製品名 / パソコンの型番 / OS（Windows、Mac OS）

ヘルプ（画面で見るマニュアル）の
［困ったときには］を参照

［スタート］→［すべてのプログラム］→［I-O 
DATA］→［テレキング］→［地デジ相性チェッ
カー for GV-TV100］を確認

最新のドライバーソフト等をダウンロード
http://www.iodata.jp/lib/

※受付時間　9：00～17：00　月～金曜日（祝祭日をのぞく）

http://www.iodata.jp/support/インターネット :

電話 :

FAX :

サポートソフトを削除する

画面右下の通知領域に[テレキングマネージャ]
がある場合は、終了します。

1. ソフトウェアを終了

[ スタート ]→[コントロールパネル ] をクリック
します。

2.コントロールパネルを開く

本製品を使わなくなったときなど、インストー
ルした情報を削除する方法を説明します。
必要に応じてご覧ください。

[プログラムのアンインストール ]（または、[プ
ログラムと機能 ]）をクリックして、以下の本
製品のソフトウェアを削除します。
　・[I-O DATA GV-TV100 ドライバ ]
　・[I-O DATA テレキング ]

3.本製品のソフトウェアを削除

これで削除は完了です。

クリック

ニコニコ実況に関するお問い合わせ

株式会社ドワンゴ

nicojk-support@niwango.co.jp

お問い合わせは、以下のメールアドレスからのみ受け付けております。

4.パソコンを再起動


