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このたびは、DIXIA 9インチポータブル液晶テレビをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

事前にこの取扱説明書をよくお読みになり、使用方法をご理解した上でご使用ください。また、「安全上のご

注意」の内容を必ずお守りください。

本取扱説明書の巻末に製品保証書が添付されていますので、必要事項をご記入の上、大切に保管してく

ださい。

※イラストはイメージです。実際の外観と異なる場合があります。

※本製品のデザイン、仕様は予告無く変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

データ放送には
対応していません

電源

字幕

音量

+
－

選局

音声 消音

戻る

情報
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1. 安全上のご注意
この項目では、人への危害や財産の損害を防ぐための注意事項を説明しています。本取扱説明書で使用す
る各マークには下記の意味があります。

■絵表示と絵表示の意味

●指定された電源で使用する。
　家庭用電源（AC100V）に接続して使用してください。また、必ず付属の ACアダプタ使用して
ください。

●本製品を分解・改造しない。コードを切断・加工しない。
　火災・感電・故障の原因になります。また、カバーを外して本体内部の部品などに触れると感電
やけがの原因となります。故障の際はご自分で修理なさらず、販売店またはサポートセンターに
お問い合せください。

●水やその他液体、薬品をかけない。
　火災・感電・故障・爆発の原因になります。本製品の近くに水の入った容器を置いたり、水道の
そばで使用しないでください。また、浴室等では使用しないでください。　

●本製品内部に異物を入れない。
　火災・感電・故障・爆発の原因になります。

●高温になる場所、火気のそば、可燃性ガスの発生する場所等で使用しない。
　直射日光があたる場所や火気のそば等、高温になる場所で使用しないでください。また、粉塵や
可燃性ガスの発生する場所で使用しないでください。
　火災・感電・故障・爆発の原因になります。

●故障が疑われる場合はただちにACアダプタをコンセントから抜く。
　本製品から煙が出ている、異常な高温になっている、異臭がするなど異常を感知した場合等、故
障が疑われる場合はただちに使用を中止し、ACアダプタをコンセントから抜いて販売店またはサ
ポートセンターへご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。

警告

この表示を無視して誤った取
扱いをすると、人が死亡また
は重傷を負う危険があります。

警告
この表示を無視して誤った取扱
いをすると、人的および物的損
害が発生する危険があります。

注意

してはいけない内容です。 実行しなければならない
内容です。
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注意

使用上のご注意

●雷がなったら本製品に近づかない。
　感電の危険があります。

●濡れた手でACアダプタを抜き差ししない。
　感電の危険があります。

●家庭用にのみ使用する。
　本製品は家庭用です。業務用に使用して起きた故障やトラブルについては責任を負いかねます。

●本体は平らで安定した台の上に設置する。
　落下するとけが・故障の原因となります。

●使用しない時はACアダプタをコンセントから外す。
　長時間 AC アダプタをコンセントに接続したままにすると、本体や AC アダプタが熱をもったり、
故障の原因になります。
　また、移動やお手入れの際もACアダプタをコンセントから外してください。

●音量を上げすぎない。
　大きな音量で長時間視聴されると、聴力に障害を負う可能性があります。

●保存や輸送の際、液晶パネル面を保護する。
　液晶パネル面に強い衝撃や負荷をかけると、故障や性能を損なう可能性があります。保存や輸送
の際、液晶パネル面に負荷がかからないよう梱包してください。

●液晶パネルのドット欠けについて。
　液晶パネル内に数か所程度、発光しない点や明るすぎる点が存在する場合がありますが、故障ではあり
ません。修理や交換の対象とはなりませんので、ご了承ください。

●使用中の本体温度の上昇について。
　使用中、本体や AC アダプタの温度が上昇することがあります。手を触れられないほど高温になる場合
を除き、故障ではありませんので、そのままご使用いただけます。

●室温が低いときの液晶表示について。
　室温が低いとき、液晶の表示がぼやけたり発色が悪くなることがありますが、故障ではありません。
　本体温度や室温の上昇により正常に表示されるようになります。
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本製品には下記のものが同梱されています。

　

本体や付属品を箱から取り出す際には、破損しないよう十分ご注意ください。
※はじめから破損していたり付属品が不足している場合には、販売店、またはサポートセンターにお問
い合せください。

miniB-CAS
地上デジタル専用
（株）B-CAS　     ★ ★
TEL 0570-000-250
所有権は当社に属します

2. 付属品の確認

電源

字幕

音量

+
－

選局

音声 消音

戻る

情報
表示

決定

●製品保証書付き取扱説明書　（本書）

●簡易アンテナ×１個

●アンテナケーブル（5ｍ）×１本

●ブースタ×1個

●ACアダプタ×1個

●リモコン×１個

●本体×１個
●F型コネクタ
　（両端メス）
　×１個

●miniB-CASカード×１枚
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3. 各部名称と機能

●本体　前面

●本体　左側面

主電源スイッチ

USB端子
※ブースタ電源用
　USBメモリ等は
　接続不可

アンテナ入力端子イヤホン出力端子電源端子
（ACアダプタを接続）

●本体　右側面

miniB-CASカード挿入口

OK

充電 電源

受信設定 音量 － 音量 +

液晶パネル
充電ランプ（赤色）

電源ランプ（緑色）
リモコン
受光部

スピーカー

受信設定ボタン
※チャンネル設定
　に使用

スピーカー
選局ボタン
（△▽ボタン）

※各種設定時は
　カーソルボタン
　OK＝決定ボタン

音量調節
ボタン
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リモコンの電池について

●リモコン

電源

字幕

音量

+
－

選局

音声 消音

戻る

情報
表示

決定

電源ボタン

字幕ボタン
字幕の表示を
切り替えます
（対応番組のみ）

音声ボタン
主音声・副音声を
切り替えます
（対応番組のみ）

情報表示ボタン
チャンネルや番組の情報
表示を切り替えます

消音ボタン
音量をゼロにします
もう一度押すと解除します

戻るボタン
各画面等を消します

カーソルボタン／
決定ボタン
番組表や設定画面で
使用します

選局ボタン

視聴する
チャンネルを
切り替えます

音量調節
ボタン

●はじめてお使いになるとき
　電池はあらかじめセットされています。絶縁シートを引き抜いてお使
いください。
※最初にセットされている電池は動作確認用です。電池残量が少ない
場合があります。

●電池を交換するには
①右図のように、電池トレイを引き出
します。
②古い電池を取り出し、新しい電池
をセットします。CR2025ボタン電
池をご用意ください。
　文字の書いてある面を上にして
セットします。
③電池トレイを元に戻します。

CR2025

+

絶縁
シート

※リモコン裏面

親指でこの部分を
左側へ寄せながら、

人差し指でトレイ
を引き出します
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4. 準備

設置場所について

はじめて本製品をお使いになるときは、下記の手順で準備を行ってください。

安定した平らな場所
転倒や落下は故障やケガの
原因になります。

ケーブルをひっかけないように
アンテナやコンセントまでの距離、
ケーブルの取り回しにご注意ください

背面スタンドを
引き出してください

高温になる場所は
避ける
直射日光があたる場所、火気の
そばに設置しないでください。

miniB-CAS
地上デジ

タル専用

（株）B
-CAS　

     ★ ★

TEL 05
70-00

0-250

所有権は
当社に属

します

miniB-CAS
地上デジタル専用
（株）B-CAS　     ★ ★
TEL 0570-000-250
所有権は当社に属します

①アンテナを
　接続

OK

充電 電源

受信設定 音量 － 音量 +

録画管理 チャンネルサーチ 設定 記録メディア

ワンセグ：010
695.1MHｚ/6MHｚ
フルセグ：026

チャンネルサーチ

サーチ

戻る 戻る 設定 スキップ

020 NHKEテレ1東京
021 NHKEテレ2東京
022 NHKEテレ3東京
023 NHK総合1・東京
024 NHK総合2・東京

004 フジテレビ
005 TBS
006 テレビ東京携帯
007 テレビ朝日
008 日本テレビ
009 NHK携帯2
010 NHK携帯G・東京

OK

充電 電源

受信設定 音量 － 音量 +

②miniB-cas
　カードを挿入

③電源を入れ
　受信設定

８～9ページ 10ページ 10～12ページ

水に濡れる危険の
ある場所は避ける
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アンテナの接続（簡易アンテナ）

必ずブースタを接続してください。簡易アンテナは窓際に置いてください。
アンテナケーブルを束ねて使用すると受信感度が悪くなる場合があります。

受信レベルが弱い場合、視聴時に画像が乱れたり、ワンセグ放送に切り替
わる、または全く視聴できない場合があります。簡易アンテナの設置場所
を変え、受信状態の良い場所を探してください。

先ずはこの方法で接続

ブースタを
接続します

※ブースタの電源を
　USB端子から
　取ります

※アンテナケーブルは
　束ねないでください。

アンテナ端子中央のピンが曲がっ
ていないか確認してください。
曲がったまま無理に差し込むと折
れることがあります。

オス側端子のナット部分を
時計方向に回して締めます

簡易アンテナはのばして
窓際に置きます

F型コネクタ

アンテナ
ケーブル（5ｍ）

簡易アンテナの台座には磁石
がついています。窓際に磁石
がつけられる場合は横向きの
設置も可能です。（受信状態
が良くなる場合があります）



9

アンテナの接続（壁面アンテナ端子）

※壁面アンテナ端子の形状が F 型端子以外のもの（直付・フィーダー端子）の場合は別途適合するケー
ブルや整合器が必要です。市販のものをご用意ください。

※アンテナケーブルは
　束ねないでください。

アンテナ端子中央のピンが曲がっ
ていないか確認してください。
曲がったまま無理に差し込むと折
れることがあります。UHFアンテナ

オス側端子のナット部分を
時計方向に回して締めます

アンテナ
ケーブル（5ｍ）

簡易アンテナでは視聴できない場合、この接続方法を行ってください。

窓のすぐそばでは、アンテナケーブル（5ｍ）を
使わなくても視聴できる場合があります。

ブースタを
接続します ※ブースタの電源を

　USB端子から
　取ります

※アンテナケーブルは
　束ねないでください。

簡易アンテナはのばして
窓際に置きます

※ブースタと簡易アンテナを
　直接つけます。
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miniB-CASカードの準備

電源の接続

本体の内蔵バッテリーについて

本製品でフルセグ放送を受信する際には、付属のmini B-CASカードの常時挿入が必要です。
mini B-CASカードを挿入されていない場合は、デジタル放送の視聴はできません。

○mini B-CASカードの台紙の内容を必ずお読みになり、同意の上カードをはがしてください。カードをはが
すと契約内容に同意したことになります。
○mini B-CASカードの契約内容についてのお問い合わせ、また破損や紛失の場合の交換については、
　　㈱B-CAS　　電話　0570-000-250
　までお問い合わせください。

コンセントへ

付属のACアダプタを本体左側面の電源端子（DC IN）に接続し、
家庭用100Vのコンセントに差し込みます。

電源を接続すると本体内蔵バッテリーが充電されます。
充電中は本体前面の充電ランプが赤く点灯します。
充電時間（電源オフ時）：　　　　　　　　約4時間
バッテリーでの連続使用時間（満充電時）：約2時間　　

本体背面から見て、文字が書いてある面を上にし、
本体右側面のスロットに差し込みます。
カチッと音がするまで差し込んでください。

miniB-CAS
地上デジ

タル専用

（株）B
-CAS　

     ★ ★

TEL 05
70-00

0-250

所有権は
当社に属

します

miniB-CAS
地上デジタル専用
（株）B-CAS　     ★ ★
TEL 0570-000-250
所有権は当社に属します

IC 端子部に
手を触れない
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ボタン

視聴できる放送局は地域によって異なります。
フルセグ・ワンセグ両方のチャンネルサーチが行われます。
受信感度が悪く、放送局の登録がうまく行かない場合はアンテナの接続などを見直した後、もう一度チャ
ンネルサーチを行ってください。

①本体の電源スイッチを入れます。
　［ON/OFF］ つまみを 「ON」 側に動かします。

②「Now Loading」画面が表示され、その後
　「インストールガイド」が表示されたら
　リモコンの　　ボタンを押してください。

インストールガイド
OSD言語
国

日本語
日本

チャンネルサーチ

戻る 戻る 決定 設定

決定

受信設定（チャンネルサーチ）

③チャンネルサーチが始ま
ります。

　サーチバーが右側に少し
ずつ進んでいきます。

　自動的に終了するまでお
待ちください。

録画管理 チャンネルサーチ 設定 記録メディア

ワンセグ：010
695.1MHｚ/6MHｚ
フルセグ：026

チャンネルサーチ

サーチ

戻る 戻る 設定 スキップ

020 NHKEテレ1東京
021 NHKEテレ2東京
022 NHKEテレ3東京
023 NHK総合1・東京
024 NHK総合2・東京

004 フジテレビ
005 TBS
006 テレビ東京携帯
007 テレビ朝日
008 日本テレビ
009 NHK携帯2
010 NHK携帯G・東京

サーチバー　※右端にいくまでお待ちください

初回ご使用時には、受信設定が必要です。
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電源

字幕

音量

+
－

選局

音声 消音

戻る

情報
表示

決定

チャンネルリスト

フルセグ
042 日テレ２
051 テレビ朝日
052 テレビ朝日
053 テレビ朝日
061 TBS1
062 TBS2
071 テレビ東京1
072 テレビ東京2
073 テレビ東京3

戻る 戻る 決定設定

NHK総合1 ・ 東京

21：00-22：00　ニュース
22：00-22：45　ドラマ

ニュース▽本日のニュース
スポーツニュース▽芸能ニュース▽国際ニュース

ページ：　1 / 1

受信レベル

情報表示 戻る 次ページ 前ページ

92％

周波数557.1MHz
帯域幅6MHz

情報
表示

●登録された放送局の確認
チャンネルサーチが終了すると、そのままテレビの視聴モードにな
ります。
リモコンまたは本体の　　　ボタンを押すと登録された放送局の一
覧が表示されます。
　　　　　ボタンでフルセグ・ワンセグを切り替えることができま
す。
　　　　　ボタンで放送局を選び、　　　ボタンを押すとその放送
局を選局します。
（リモコンの選局ボタンでも選局できます）

●受信レベルの確認
視聴中に　　　ボタンを２回押すと番組情報が確認できます。画面下部に受信レベルが表示されます。
安定して視聴するための受信レベルは 70％が目安です。（70％以下でも、映像や音声に問題がなければそ
のままご視聴いただけます）

もう一度　　　ボタンを押すと表示が消え、視聴画面に戻ります。

決定

決定

情報
表示

二回目以後、チャンネルサーチを行う場合は本体の「受信設定」ボタンを押し、　　　ボタンでカーソルを
「チャンネルサーチ」に合わせて　　　ボタンを押します。決定

録画管理 チャンネルサーチ 設定 記録メディア

チャンネルサーチ

カーソル ボタンで移動します

●再度チャンネルサーチを行う場合

設定画面を途中で閉じるには
　　ボタンを押します。戻る

２回
押す
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●主電源を入れる／切る
本体左側面の主電源の
［ON/OFF］つまみを
「ON」側に動かします。
これで電源が入ります。

※電源が入ると、「Now Loading」画面が
　表示され、視聴できるまでにしばらく
　時間がかかります。

●リモコンで電源を入れる／切る
主電源が入った状態でリモコンの　　　ボタンを押します。
電源が入ると本体前面の電源ランプが緑色に点灯します。（電源を切ると消灯します。）

以下の方法で選局することができます。
●リモコンの選局ボタンを押すと、番号順に選局します。
●本体のカーソルボタン「▲」「▼」を押すと番号順に選
局します。

●リモコンまたは本体の　　　ボタンを押すとチャンネル
リストが表示されます。
　　　　　ボタンでフルセグ・ワンセグを切り替えること
ができます。
　　　　　ボタンで放送局を選び、　　　ボタンを押すと
その放送局を選局します。

5. テレビを見るには

電源を入れる／切る

主電源が切れている
状態ではリモコン操作は
できません

視聴するチャンネルを選局する

チャンネルリスト

フルセグ
042 日テレ２
051 テレビ朝日
052 テレビ朝日
053 テレビ朝日
061 TBS1
062 TBS2
071 テレビ東京1
072 テレビ東京2
073 テレビ東京3

戻る 戻る 決定設定

決定

決定

電源

字幕

音量

+
－

選局

音声 消音

戻る

情報
表示

決定
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●リモコンの音量ボタンを押します。
●本体の「音量－」「音量＋」ボタンを押します。

●リモコンの　　　ボタンを押すと一時的に音量が
　ゼロになります。もう一度押すと元に戻ります。

現在視聴している放送局名、番組名などの情報を表示することができます。
リモコンの　　　ボタンを押すと画面内下部に放送局名・番組名が表示されます。

表示されている間にもう一度　　　ボタンを押すとより詳細な情報が表示されます。

さらにもう一度　　　ボタンを押すと情報表示が消えます。

011 NHK総合1 ・ 東京　21：00-22：00　ニュース

01

消音

音量を調節する
字幕

音量

+
－

選局

音声 消音

戻る

情報
表示

決定

番組・放送局情報の表示

情報
表示

NHK総合1 ・ 東京

21：00-22：00　ニュース
22：00-22：45　ドラマ

ニュース▽本日のニュース
スポーツニュース▽芸能ニュース▽国際ニュース

ページ：　1 / 1

受信レベル

情報表示 戻る 次ページ 前ページ

92％

周波数557.1MHz
帯域幅6MHz

受信波の種類
（フルセグ／
　ワンセグ）

チャンネル番号 放送局名 放送時間・番組名

情報
表示

情報
表示

●イヤホンで視聴するには
本体左側面のイヤホン出力端子にイヤホン／ヘッドホン（別売り）を接続してご使用ください。
イヤホン出力端子は直径 3.5mmミニジャックです。
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設定画面について

日本語 主 主

音声表示

戻る 戻る決定設定

主音声／副音声を切り替える
リモコンの　　　ボタンを押すと「音声表示」画面が表示されます。
　　　　 ボタンで主音声／副音声を切り替えることができます。
最後に　　　ボタンを押してください。

※副音声が用意されていない番組では音声は切り替わりません。

主 主主 主主音声のみ

主音声と副音声ミックス

副音声のみ

主 副

副 副
で切り替え

音声

決定

字幕を表示する
リモコンの　　　ボタンを押すと字幕の表示を切り替えることができます。
※字幕の表示までに時間がかかることがあります。
※字幕が用意されていない番組では字幕は表示されません。

字幕

本体前面の「受信設定」ボタンを押すと「設定画面」が表示されますが、本製品ではテレビ視聴以外の機
能はサポートされていません。

チャンネルサーチ以外の項目は選択しないでください。

サポート外の機能を選択すると正常に動作しなくなる可能性があります。
他の項目を選択してしまった場合は、最初の画面に戻るまでリモコンの　　　ボタンを押してください。

録画管理 チャンネルサーチ 設定 記録メディア

チャンネルサーチ

戻る
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6. こんなときには

症　状

本体の主電源スイッチ
［ON/OFF］つまみを
「ON」側に動かしても電
源が入らない
リモコンの電源ボタンを
押しても電源が入らない

チャンネル登録できない
チャンネルがある（簡易
アンテナ使用時）

フルセグが映らない（簡
易アンテナ使用時）

原　　因　　と　　対　　策

○ACアダプタが正しく接続されているかご確認ください。
○充電池の残量が少なくなっている可能性があります。ACアダプタを接続し、
充電を行ってください。（充電ランプが点灯しているかご確認ください。点灯
していない場合、ACアダプタの故障の可能性があります）
○リモコンの電源ボタンを押しても電源が入らない場合、本体の主電源スイッ
チが切れていないかご確認ください。本体主電源が切れている状態ではリ
モコン操作はできません。
○電源を入れてから、「Now Loading」画面が表示されるまで数秒以上時間
がかかることがあります。表示されるまでしばらくお待ちください。
○視聴できる放送局は地域ごとに異なります。本来視聴できるはずの放送局
が受信できない場合、アンテナの接続や受信感度を確認し、もう一度チャン
ネルサーチを行ってください。（12ページ）
○視聴する場所や部屋を移動した場合などは、再度チャンネルサーチを行って
ください。
○他地域に転居した場合などは、再度チャンネルサーチを行ってください。
○簡易アンテナの設置場所を変えて（違う方角の窓際に設置するなど）再度ご
確認ください。
○付属のブースタを接続しているかご確認ください。（8ページ）
　また、ブースタのUSBコネクタが本体のUSB端子に接続されているかご確認
ください。
○簡易アンテナの設置場所を見直しても視聴できない場合、壁面アンテナ端
子での接続を行ってください。（9ページ）
○視聴できる放送局は地域ごとに異なります。本来視聴できるはずの放送局
が受信できない場合、アンテナの接続や受信感度を確認し、もう一度チャン
ネルサーチを行ってください。（12ページ）
○視聴する場所や部屋を移動した場合などは、再度チャンネルサーチを行って
ください。
○他地域に転居した場合などは、再度チャンネルサーチを行ってください。
○簡易アンテナの設置場所を変えて（違う方角の窓際に設置するなど）再度ご
確認ください。
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症　状

フルセグが映らない（簡
易アンテナ使用時）
（続き）

壁面アンテナ端子に接
続したのに映像が映ら
ない

「B-casカードを確認して
ください」とメッセージ
が出た後、ワンセグにな
り、フルセグが映らない
映像が乱れる／見づらい

音声が出ない

リモコンで操作できない

原　　因　　と　　対　　策

○付属のブースタを接続しているかご確認ください。（8ページ）
　また、ブースタのUSBコネクタが本体のUSB端子に接続されているかご確認
ください。
○簡易アンテナの設置場所を見直しても視聴できない場合、壁面アンテナ端
子での接続を行ってください。（9ページ）
○分配器を使用している場合（一つのアンテナ端子に複数の機器を接続して
いる場合）、受信レベルが落ちる場合があります。分配器を外して使用する
か、ブースタ機能付きの分配器などを使用してください。
○ケーブルテレビをご契約の場合、視聴に専用の機器が必要な場合がありま
す。ケーブルテレビ会社へお問い合わせください。
○他の部屋のテレビでも視聴に問題がある場合、屋外アンテナの修理や調整
が必要な可能性があります。電気店などへ相談してください。
○miniB-CASカードが正しく挿入されているかご確認ください。（10ページ）
○miniB-CASカードは一部ケーブルテレビ会社をご契約の場合を除き、本製
品付属のカードをご使用ください。

○アンテナの受信レベルが落ちると、自動的にワンセグ受信に切り替わりま
す。アンテナの接続状況を見直してください。
○本体やアンテナケーブル、簡易アンテナのそばで強い電波を発生させる機器
がある場合、映像が乱れることがあります。
○音量の設定をご確認ください。
○イヤホンが接続されている場合、本体のスピーカーから音声は再生されませ
ん。本体のスピーカーから音声を再生させたい場合はイヤホンを外してご使
用ください。
○リモコンの「消音」ボタンが押されていると音声が再生されません。リモコン
の「消音」ボタンを何度か押し、音声が再生されるかご確認ください。
○リモコンの電池が消耗している可能性があります。（最初に付属している電
池は動作確認用のため、電池残量が十分でない場合があります。）電池を交
換してください。（6ページ）
○リモコンと本体の距離が離れすぎていると操作できません。
　リモコンの操作可能範囲は本体から3ｍ以内、左右30°以内です。

上記の対策を試しても問題が解決しない場合は、販売店またはサポートセンターまでお問い合わせくださ
い。
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7. 仕様表

商 品 名
型 番
電 源
消 費 電 力
液 晶
解 像 度
スピーカー出力
受信チャンネル
出 力 端 子
入 力 端 子
動作環境温度
本 体 重 量
本 体 サ イ ズ
付 属 品

9インチポータブル液晶テレビ
DX-PTV9
AC100-240V、50/60Hｚ　DC12V 1.5A
15W（待機時：0.5W)
9インチTFT液晶　アスペクト比：16：9　
画素数800ｘ480
4W　（2W+2W)
フルセグ(地上デジタル放送、ワンセグ放送対応）
イヤホン出力端子（3.5φミニジャック）
アンテナ入力端子
約0～40℃
約500g(本体のみ）
約227（幅）× 28（奥行）× 173（高さ）mm
リモコン、ACアダプタ、ケーブル付きブースタ、テレビアンテナケーブル（5m）、F型コネ
クタ、ケーブル付き簡易アンテナ、miniB-CASカード、取扱説明書

お手入れ・メンテナンス

本体部分の汚れは柔らかい布で乾拭きしてください。本製品は精密機器のため、水や洗剤等、液体は使

用しないでください。

●廃棄する場合は

本製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体が定める方法に従って廃棄してください。
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8. アフターサービス

サポートセンター電話番号

03-6803-0191
受付時間：月～金
10：00～12：00
13：00～17：00
土、日、祝祭日および
当社規定休業日を除く

①製品保証書

　この取扱説明書には製品保証書がついています。製品保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お

買い上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになった後、大切に保管してください。保

証期間はお買い上げ日より1年間です。

②初期不良について

　本体がはじめから破損している場合は、購入日とお買い上げの販売店を証明できる書類をご用意のう

え、14日以内に販売店または下記サポートセンターまでご連絡ください。14日を過ぎての交換依頼

には応じられませんのでご了承ください。

③修理を依頼されるとき

※保証期間中は製品に製品保証書を添えてお買い上げ販売店へご持参ください。保証規定の記載内容

により、無料修理致します。

※保証期間経過後の修理は、修理すれば使用できる製品については有料で修理を承ります。

※保証期間内外に関わらず、当社に直接お送り頂く際の送料は、お客様負担とさせて頂きます。

※本製品の故障による代替品の貸出は一切行っておりません。

※この製品保証書は、本書に明示した期間、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ので、保証期間経過

後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または下記サポートセンターにお問い

合せください。

お願い
一度ご使用になった製品は、返品をお受けすることができませんのであらかじめご了承くださ
い。ただし、あきらかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換する準備がご
ざいます。その他の責は一切、お受けすることができませんのであらかじめご了承ください。



DIXIA  9インチポータブル液晶テレビ　DX-PTV9製品名

保証期間（お買い上げ日より）

お

客

様

フリガナ

お名前

ご住所　　〒　　　－

電話番号（　　　　　）　　　　　－

様

お買い上げ日

年　　　　　　月　　　　　　日

取扱販売店名・住所・電話番号

本体1年間

製品保証書

持込修理

販売元　株式会社TOHO

TOHOサポートセンター　

Tel.03-6803-0191
受付時間：月～金
10：00～12：00　13：00～17：00
土、日、祝祭日および当社規定休業日を除く

2020.6 第一版

〈保証規定〉
このたびは、　DIXIA  9インチポータブル液晶テレビをお買い上げ頂きありがとうございます。当社ではアフターサービスを提
供することを保証いたします。お客様の権益を保護するため、下記の文章をご覧ください。
①ご購入日から 1年以内に正常なご使用で故障が発生した場合、製品と製品保証書をご持参のうえ、お買い上げ販売店
にお申しつけください。当社無料修理保証規定に基づき無償で本体を修理、または新品と交換いたします。
②本体以外の付属品については、初期不良時の交換のみ無償対応いたします。（購入日より14日以内）
③本製品をネットオークション、ネットフリーマーケットまたはそれに類する条件で入手した場合は製品保証の対象外となります。
④本製品を他者から譲り受けた場合、製品保証の対象者は購入者本人となります。当保証規定に基づく修理や初期不良
交換の依頼は購入者本人（購入したことを証明し得る者）が行う必要があります。

⑤保証期間でも次のような場合には有料修理となります。
※使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
※お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引越し、輸送等による故障または損傷。
※火災、地震、水害、落雷、その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
※業務用としての使用、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
※本書の提示がない場合。
※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。

⑥本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合はただちにお買い上げの販売店へお申し
出ください。
●太枠線内はご購入後、お客様自身がご記入ください。
●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。


