
（*）のついている機種については、「機種別詳細」(P2～P3)を併せてご覧ください。

メーカーメーカーメーカーメーカー名名名名 リモコンリモコンリモコンリモコン種別種別種別種別

メーカーメーカーメーカーメーカー 種類種類種類種類 型番号型番号型番号型番号

BSデジタル DST-BX100・DST-BX500

デジタルCS(1)
DST-D900(*)・DST-CR1(*)・DST-DP1(*)・DST-MS9 (*)・DST-SP1(*)
・DST-SP5 (*)・DST-SD3(*)・DST-SD5(*)

デジタルCS(2) DST-CR1(*)・DST-DP1(*)・DST-SP1(*)・DST-SP5(*)

DVD (1) XD-P15 (AIWA)

DVDシステム CMT-SE9

DVDレコーダー (1)/(2)/(3) RDR-A1・RDR-A11・RDR-A21・RDR-GX7

チャンネルサーバー (1)/(2)/(3) CSV-P500・CSV-EX9・CSV-EX11(※1)

地上デジタル DST-TX1

PSX (1)/(2)/(3)
DESR-5000・DESR-7000・DESR-5100・DESR-7100・DESR-5500・
DESR-7500・DESR-5700・DESR-7700

HDD+DVD（一体型） (1)/(2)/(3)
RDR-HX10・RDR-HX8・RDR-HX6・RDR-HX100(※2)・RDR-HX90(※2)
・RDR-HX70(※2)・RDR-HX50(※2)・RDR-HX92W(※2)
・RDR-HX82W(※2)・RDR-HX72(※2)・RDR-AX75(※2)

ビデオ+DVD （一体型） SLV-D303P・SLV-D33・HV-DH88Y(AIWA)・HV-DH10(AIWA)

ビデオ+DVD録 （一体型）(1)/(2)/(3) RDR-VD6・RDR-VD60

ハードディスク SVR-715A

BSデジタル(1) TU-BHD250

BSデジタル(2) TZ-DCH250(*)・TZ-DCH300(*)・TZ-DCH500(*)（※４）

DVDレコーダー(1)/(2)/(3) DMR-E30 (*)・DMR-E50 (*)・DMR-E60(*)

HDD+DVD（一体型) (1)/(2)/(3)
DMR-E100H (*)・DMR-E200H (*)・DMR-E330H(*)・DMR-E220H(*)・
DMR-E95H(*)

デジタルＣＡＴＶ TZ-DCH500(*)（※5）

ビデオ＋DVD(一体型)(1)/(2) SD-V250

HDD+DVD（一体型) (1)/(2)/(3) RD-X2 (*)・RD-XS31 (*)・RD-XS43 (*)・RD-XS24 (*)

DVDレコーダー(1)/(2)/(3) DVR-3000

HDD+DVD（一体型) (1)/(2)/(3)
DVR-99H(*)・ DVR-510H(*)・ DVR-610H(*)・DVR-920H-S(*)(※3)
・DVR-520H-S(*)(※3)

HDD+DVD（一体型) (2)/(3)/(4) DV-DS160(*1)

DVDレコーダー(1)/(2)/(3) DV-RX4000 (*)

ビデオ＋DVD録(一体) DV-RV7000

HDD+DVD(1)/(2) DVR-HE650(*)

ビデオ＋DVD録(一体) DVR-S300

ビクタービクタービクタービクター HDD+DVD（一体型) (1)/(2)/(3)/(4) DR-MH35

DVDレコーダー(1)/(2) DV-SR100 (*)・DV-SR200(*)

HDD+DVD (1)/(2) DV-HR400(*)

そのそのそのその他他他他 ビデオ(3) HV-BX350 （AIWA）

リモコンリモコンリモコンリモコン動作確認済機種情報動作確認済機種情報動作確認済機種情報動作確認済機種情報

※2： 「おまかせ・まる録」機能については≪システムメニュー≫から利用してください。

※3： 番組表機能については≪ホームメニュー≫から利用してください。    

三菱三菱三菱三菱

パイオニアパイオニアパイオニアパイオニア

ソニーソニーソニーソニー

シャープシャープシャープシャープ

パナソニックパナソニックパナソニックパナソニック

東芝東芝東芝東芝

日立日立日立日立

*1：本体の (1)/(2)/(3) に対応

※1： Channel server（CSV-P500・CSV-EX9・CSV-EX11）とCSデジタルチューナーをデータケーブルを使って接続している場合は、ＡＶ
マウスによって直接CSデジタルチューナーを操作せずに、Channel serverからの操作をお勧めします。このようにすることでリモコン制
御の衝突による録画の失敗を防ぐことができます。



メーカーメーカーメーカーメーカー 型番号型番号型番号型番号 対応対応対応対応するするするする実際実際実際実際ののののリモコンボタンリモコンボタンリモコンボタンリモコンボタン名名名名

ソニーソニーソニーソニー
DST-D900 / DST-CR1 / DST-DP1 /
DST-MS9 / DST-SP1 / DST-SP5 /
DST-SD3 / DST-SD5

番組表 週間番組表

10(※4) *

11(※4) 0

12(※4) #

10キー(※4)
10キー

チャンネル番号入力

衛星切換 放送切換

ラジオ／データ サービス切換

MYプラス 番組ナビ

メニュー 便利機能

10(※5) 0

11(※5) 前選局

12(※5) お好み選局

10キー チャンネル番号入力

地上D 地上

CS CATV

番組説明 番組内容

番組検索 番組ナビ

ラジオ/データ サービス切替

d（連動データ） データ

メニュー 便利機能

ツール ブラウザ

トップメニュー トップメニュー／プログラムナビ

メニュー メニュー／プレイリスト

戻る リターン

ツール トップウィンドウ

システムメニュー 初期設定

画面表示 表示切換

時間表示 画面表示

トップメニュー プログラムナビ/トップメニュー

メニュー プレイリスト/メニュー

戻る リターン

システムメニュー 初期設定

画面表示 表示切換

タイトルリスト 消去

字幕 タイマー切／入

タイトル プログラムナビ/トップメニュー

メニュー プレイリスト/メニュー

戻る リターン

ツール 機能選択

画面表示 表示切換

トップメニュー プログラムナビ/トップメニュー

メニュー プレイリスト/メニュー

戻る リターン

ツール 機能選択

システムメニュー 機能選択

画面表示 表示切換

DMR-E50

TZ-DCH500
（デジタルCATV選択時）

HDDデッキ側

TZ-DCH250
TZ-DCH300
TZ-DCH500 (BSデジタル(2)選択時)

DMR-E60
*2

DMR-E100H
DMR-E200H
DMR-E330H
DMR-E220H
DMR-E95H

DVDデッキ側

パナソニックパナソニックパナソニックパナソニック

DMR-E30

機種別詳細機種別詳細機種別詳細機種別詳細

画面上画面上画面上画面上ののののリモコンリモコンリモコンリモコン表示名表示名表示名表示名



メーカーメーカーメーカーメーカー 型番号型番号型番号型番号 対応対応対応対応するするするする実際実際実際実際ののののリモコンボタンリモコンボタンリモコンボタンリモコンボタン名名名名

タイトル 見るナビ

メニュー 編集ナビ

リスト ライブラリ

戻る B

ツール クイックメニュー

画面表示 表示

タイトルリスト 見るナビ

戻る リターン

音声切換 音声／音多

画面表示 表示

RDR-XS24 / RD-XS43 DVDデッキ側 時間表示 モード

タイトル ディスクナビ

ツール 設定予約

音声切換 音声

ツール 設定予約

音声切換 音声

システムメニュー 設定予約

タイトル ディスクナビ

ツール ホームメニュー

音声切換 音声

メニュー メニュー/プレイリスト

ツール ホームメニュー

音声切換 音声

システムメニュー ホームメニュー

タイトルリスト クリア

トップメニュー トップメニュー／プログラムナビ

メニュー メニュー／プレイリスト

戻る リターン

ツール トップウィンドウ

音声切換 音声

システムメニュー トップウィンドウ

画面表示 表示切換

時間表示 画面表示

タイトル 機能一覧

メニュー 簡単メニュー

リスト トップメニュー／再生リスト

ツール クリア

DVDデッキ側 タイトルリスト 機能一覧

タイトルリスト オリジナル／プレイリスト

戻る リターン

ツール 初期／再生設定

HDDデッキ側 タイトル オリジナルリスト/プレイリスト/DVDメニュー

HDDデッキ側・
DVDデッキ側

ツール 黄色ボタン

DV-SR200
*3

機種別詳細機種別詳細機種別詳細機種別詳細

三菱三菱三菱三菱

DVDデッキ側

DVR-HE650

DV-RX4000

HDDデッキ側

シャープシャープシャープシャープ

RD-XS31
RD-X2

HDDデッキ側

DV-SR100

DV-HR400

東芝東芝東芝東芝

日立日立日立日立

※4：デジタルBS(2)でTZ-DCH250/TZ-DCH300/TZ-DCH500を操作する場合、画面上のリモコン表示の「10」が実際の
リモコンの「*」、「11」が「0」、「12」が「#」にそれぞれ対応します。

※5：デジタルCATVでTZ-DCH500を操作する場合、画面上のリモコン表示の「10」が実際のリモコンの「0」、「11」が「前
選局」、「12」が「お好みチャンネル」にそれぞれ対応します。

*2：予約キャンセルはLF-PK1/LF-PC2からは行えません。

*3：LF-PK1/LF-PC2からは予約録画をすることはできません。

パイオニアパイオニアパイオニアパイオニア

DVR-99H

HDDデッキ側

DVDデッキ側

DVR-510H
DVR-610H
DVR-920H-S
DVR-520H-S

HDDデッキ側

DVDデッキ側

画面上画面上画面上画面上ののののリモコンリモコンリモコンリモコン表示名表示名表示名表示名


