
ペン型 USB TV チューナー 簡易ガイド 

 

この度は、「ペン型 USB TV チューナー」をお買い上げいただきまして誠にありがとうござ

います。 

本製品は、ご使用のデスクトップ PC やラップトップ PC をデジタルメディアセンターに変

えることができる画期的な製品です。まず最初に下記の手順に従って、インストール作業

を行ってください。 

インストール作業完了後に、本マニュアル後半の操作ガイドをご参照ください。 

※各機能の詳細については、別途 CD 内の PDF マニュアル（英文）をご参照ください。 

 

■ドライバーのインストール 

１）付属の CD を PC の CD-ROM ドライブに挿入して、「Drivers」フォルダを開き、

「Setup_ISDBT_DEF_6_5_2_0_41_NonQHQL_x32」アイコンをダブルクリックして、ド

ライバーをインストールします。 

 

２）インストーラー画面が表示されたら、「Next」ボタンをクリックします。 

インストール先を変更する場合は、「Browse」ボタンをクリックして変更します。 

インストール先を変更する必要がない場合は、そのまま「Next」ボタンを続けてクリック

します。 

 

３）インストールが完了したら、「Finish」ボタンをクリックして、パソコンを再起動させ

ます。 

 

■プレーヤーソフトのインストール 

１）付属の CD を PC の CD-ROM ドライブに挿入して、「Setup.exe」アイコンをダブルク

リックします。 

 

２）インストールする言語を選ぶ画面が表示されますので、「Japanese」を選択して、OK

ボタンをクリックします。 

 

３）画面の指示にしたがって、インストール作業を進めます。 

 

４）シリアル番号を入力する画面が表示されたら、ユーザー名、E メールアドレスのほかに、

付属 CD が入っている袋に貼付されているシールに印刷されたシリアル番号を入力してく

ださい。 



■USB ドングルの接続 

１）商品パッケージからＵＳＢドングルを取り出します。ボールペンに取り付け済みの場

合は、本体の下半分のボールペン部分を回転させて、USB ドングルとボールペン部を

取り外します。 

 

２）USB ドングルをパソコンの USB ポートに接続します。 

自動的にインストール済みのドライバーが読み込まれます。 

※Windows7 環境などにおいて、Windows Update への接続確認ダイアログが表示された

場合、「いいえ、今回は接続しません」を選択してから「次へ」ボタンを押してください。

（Windows Updateによりマイクロソフト社のドライバーが上書きされてしまった場合、TV

受信感度が良好な場所であって、ハードウェア自体は信号を正しく受信しているにもかか

わらず、誤動作の結果、受信できない状態となる場合があります。この場合は、いったん

USB ドングルを取り外して、ドライバーソフトをアンインストールした後、ドライバーソ

フトを再インストールして、USB ドングルを USB ポートに接続した際、Windows Update

への接続確認ダイアログが表示された際、これをキャンセルするようにしてください） 

 

 

BlazeDTV プレーヤーソフトの使い方については、以下の BlazeDTV プレーヤー に関する

解説をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■BlazeDTVプレーヤー画面解説 

 

 

 

○EPG HDTV の EPG ウィンドウを開きます。 

 

 

○再生 HDTV または動画を再生します。 

 

 

 



○TimeShift・一時停止 タイムシフトまたは一時停止します。 

 

 

○停止 再生を停止します。 

 

 

○録画 HDTV または DVD の録画を行います。 

 

 

○前のチャプタ 前のチャンネルもしくは DVD チャプタへスキップします。 

（プロフェッショナルバージョンのみの機能） 

 

 

○参照 チャンネルを参照します。 

 

 

○次のチャプタ 次のチャンネルもしくは DVD チャプタへスキップします。 

（プロフェッショナルバージョンのみの機能） 

 

○開く 動画ファイルを選択します。 

 

 

○字幕 字幕設定を選択します。 

 

 

○音声 音声設定を選択します。 

 

 

○画面キャプチャ 動画のワンフレームを静止画として保存します。 

 

 

○音量 スライドバーをドラッグすることで、音量を調整します。 

 

 

○ミュート 音声をオフにして無音化します。 

 



○メディアタイプ 再生するタイプを表示します。 

 

 

○再生状態 再生状態を表示します。 

 

 

○信号の品質 TV 信号の品質を表示します。 

 

 

○信号の強さ TV 信号の強さを表示します。 

 

 

○チャンネル 現在のチャンネル・DVD のチャプタを表示します。（プロフェッショナ

ルバージョンのみの機能） 

 

 

○時間 メディアの現在時間を表示します。 

（プロフェッショナルバージョンのみの機能） 

 

 

○巻き戻し クリックするごとに等倍、2 倍、4 倍、8 倍、16 倍に巻き戻しします。 

 

 

○スライドバー スライドバーをドラッグすることで再生位置を変更します。 

 

 

○早送り クリックするごとに等倍、2 倍、4 倍、8 倍、１６倍に早送りします。 

 

 

○フローティングパネルを開く フローティングパネルを開きます。 

 

 

○アドバンスパネルを開く アドバンスパネルの表示・非表示を切り替えます。 

 

 

 



■操作ガイド 

 

○チャンネルのスキャン 

１）ドライバーと BlazeDTV プレーヤーのインストール後、USB ドングルをパソコンの

USB ポートに接続して、スタートメニューから BlazeDTV プレーヤーを起動すると、以下

のようなウィンドウが表示され、チャンネルをスキャンすることができます。 

「国」のプルダウンメニューから「Japan」を選択して、OK ボタンをクリックします。 

 

 

 

※再度、チャンネルをスキャンしなおしたい場合は、「EPG」ボタンをクリックして、EPG

パネルの上部左端にある「チャンネルのスキャン」ボタンをクリックしてください。 



 

 

 

２）チャンネルのスキャンが開始されます。 

見つかったチャンネル情報は自動的に記録されます。 

※もし、「信号が見つかりました。チャンネル情報へのアクセスを開始します。」とメッセ

ージが表示されても、最終的に１つもチャンネル情報が記録されない場合は、ドライバー

が正しく動作していない可能性がありますので、いったん、BlazeDTV プレーヤーを終了し

て USB ドングルを USB ポートから取り外した上で、「SMS」（ドライバーソフト）をアン

インストールして、今一度、CD からドライバーをインストールしなおしてください。 

USB ドングルを USB ポートに再接続した際、Windows Update への接続確認ダイアログ

が表示された場合、「いいえ、今回は接続しません」を選択してから「次へ」ボタンを押し

て、付属 CD からインストールしたドライバーをご利用ください。 

 

３）TV 信号が記録されると、最初に見つかったチャンネルがビデオウィンドウに表示され

ます。 



見つかったすべてのチャンネルは、EPG パネル内に表示されます。 

※チャンネル名が文字化けしている場合、チャンネルのアイコンを右クリックして、プロ

パティーを選択して、「Channel Name」欄の文字化けしたテキスト部分を正しいチャンネ

ル名に入力しなおしていただくことができます。 

 

４）EPG パネル内のお好みのチャンネルのアイコンをダブルクリックすると、そのチャン

ネルをビデオウィンドウに表示することができます。 

※不要になったチャンネルのアイコンは、それぞれのアイコンを右クリックして、「削除」

を選択することで取り消すことができます。 

 

 

○ 手動録画 

 

 

１）EPG ボタンをクリックして、EPG パネルを表示させて、EPG パネル内のお好みのチ

ャンネルのアイコンをダブルクリックすると、そのチャンネルがビデオウィンドウに

表示されます。 

 

２）「レコード」ボタンをクリックすると、録画が開始されます。 

HDTV パネル内に録画中のサムネイルアイコンが表示されます。 

 

 

３）再度「レコード」ボタンをクリックするか、HDTV パネル内に表示されている録画中

のサムネイルアイコンを右クリックして、「レコードの停止」を選択すると、録画が終

了します。HDTV パネル内のサムネイルアイコンを右クリックして、「ディスク上の場

所」を選択すると、動画ファイルがどこに保存されているか確認していただけます。 



 

４）録画した動画を再生する場合は、HDTV パネル内に表示されているお好みの動画ファ

イルのサムネイルアイコンを選択して、パネル上部の再生ボタンをクリックします。

ビデオウィンドウ内に動画が再生されます。 

 

 

リアルタイムの TV 表示に戻りたい場合は、TV ボタンをクリックして「Select TV device」

から「ISDB-T」を選択します。 

 

 

 

 



○予約録画 

 

１）予約録画する場合、EPG ボタンをクリックして、EPG パネルを表示します。 

２）EPG パネル下部にある「スケジュールの表示」タブをクリックします。 

 

 

 



３）EPG パネル上部にある「タスクの作成」ボタンをクリックします。「タスク」設定用の

ウィンドウが表示されます。 

 

 

４）予約ごとの設定名を「名前」欄に入力します。（初期値として、Task 1 と表示されます） 

５）予約録画したいチャンネル名を「チャンネル」欄から選択します。 

６）タスクの種類のところで、「Recording File」を選び、時間欄の数字を分単位で入力し

ます。 

※「Viewing Reminder」を選ぶと、設定した時刻になったとき、録画ではなく、TV

番組の再生だけを実行します。 

７）Task Time 欄の日付と時刻を設定して、OK ボタンをクリックします。 

Task Time 欄で設定した日時に達すると、自動的に録画が開始されます。 

※EPG パネル内のスケジュール欄には、まだ実行されていないタスク名は表示されません。

実行されたスケジュールのみ、タスク名が表示されます。 

録画された動画は、HDTV パネル内でサムネイルアイコンとして確認したり、再生するこ

とができます。 

 

 

 

 

 



○静止画キャプチャ 

ビデオウィンドウで表示している TV 番組のワンフレームを静止画として保存することが

できます。 

 

１） BlazeDTV プレーヤー画面の TV ボタンをクリックして、ISDB-T を選択して、ビ

デオウィンドウに TV チャンネルを表示させます。 

 

２） 参照ボタンをクリックして、お好みのチャンネルを選択します。 

 

３） 「フローティングパネルを開く」ボタンをクリックして、HDTV パネルを表示し

ます。 

 

４） HDTV パネル下部の「キャプチャの表示」タブを選択します。 

 



 

５） ビデオウィンドウ内に表示されている映像のお好みの瞬間に「キャプチャの表示」

パネル上部の「画面キャプチャ」ボタンをクリックします。 

静止画が作成されて、サムネイルアイコンとして HDTV パネル内に表示されます。 

 

６） 静止画として作成したサムネイルアイコンを右クリックして、「名前を付けて保存」

を選択すると、.bmp 形式の画像ファイルとして保存することができます。 

 

 

 

 

■TV の受信感度について 

TV の受信感度は、ご使用の場所や ISDB-T デジタル TV チューナーの方向によって強く影

響を受けます。ですから、もし機能が正しく動作しない場合や感度が良くない場合、アン

テナの方向をかえたり、ご使用の場所を移動したり、プレーヤーソフトを再起動したり、

USB ドングルをいったん抜いて、再接続するなどの対策をとってみてください。 

 

 

■梱包物 

ミニアンテナ（本体収納式） 

CD（８ｃｍ） 

USB ドングル（本体）+ボールペン 

 

 

■仕様 

TV ISDB-T 1SEG, 3SEG 

周波数 UHF（470～862MHz） 

解像度 QVGA（320ｘ240）、フルスクリーン表示サポート 

アンテナ MCX アンテナ 

RF 入力抵抗値 50Ω 

バンド帯域 6MHｚ 

インターフェイス USB2.0 

動作電流 95mA 

低消費電力 0.5W 以下 

モジュールコード QPSK 1/2, 2/3 

   16-QAM 1/2, 2/3 



システム Windows XP/Vista/Win 7 

  Pentium 4（2GHｚ以上） 

  USB2.0 インターフェイス 

  CD-ROM/DVD-ROM 

  512MB RAM 以上 

  100MB 以上の HDD 空き領域 

  サウンドカード 

  128MB VGA カード 

動作温度 -10～+45 度 

動作湿度 45～80％ 

 

 


