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テレビ番組の字幕
データを検索して

すぐに視聴。
番組の中身まで
検索できる！

7 チャンネル分のテレビ
番組を最大で 60 日間分
全録可能。いつでも、

どこからでも
タイムシフト視聴！

Twitter 連携機能と
共有 URL 機能で、

番組情報を共有可能。
面白い番組はソーシャル

で発見！
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■1．準備

　　　１．ガラポン TV 本体、電源ケーブル
　　
　　　２．USB 接続 外付けハードディスク（別売り）
　・弊社で動作保証する外付けハードディスク容量の上限は2TBまでとなります。

　・ハードディスクはUSB給電タイプ、SATA-USB変換、IDE-USB変換のタイプは非推奨です。

　　３．宅内 LAN 接続用の環境（要 LAN ケーブル、ルーター）
・ガラポンTVとルーターを接続（有線のみ対応）するLANケーブルと、DHCP機能を有するルーターが必要となります。

　ルーター機能のないHUB（ハブ）のみではご利用になることができません。

　４．地上波デジタル放送受信用の環境（要アンテナケーブル、分配器）
・壁面などから伸びているアンテナケーブルを、ご自宅のテレビとガラポンTVにそれぞれ接続する場合は分配器が必要となります。

・光ＴＶやケーブルテレビの場合「同一周波数」パススルー方式かご確認ください。（j:COM、イッツコムは全戸利用可能です。）

　お住まいの地域のケーブルテレビの伝送方式のはこちらからご確認ください。

   ５．PC で MP4 再生用プレイヤが入ってない場合は Flash をインストールしてください。

　６．ガラポン TV 視聴用端末（iPhone か iPad 、PC/MAC でセットアップしてください。）
※ブラウザが Ineternet Explorer の場合は、ガラポン TV のセットアップを正常に行えません。
　必ず Safari  か Chrome  をお使いください。

接続イメージ図
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http://www.catv-jcta.jp/digital_list/top.htm
http://www.google.co.jp/chrome/intl/ja/landing_ch.html
http://www.apple.com/jp/safari/
http://www.adobe.com/jp/products/flashplayer.html
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■2．ガラポンTVの自宅への設置

①　ガラポン TV 本体の”ANT”と記載された端子に、地上波デジタル放送受信用アンテナケーブルを接続する。
②　ガラポン TV 本体の”USB”と記載された端子に、USB 外付けハードディスクを接続する。
③　ガラポン TV 本体の”LAN”と記載された差込口に、宅内 LAN 接続用の LAN ケーブルを接続する。ガラポン TV は

DHCP で IP アドレスを取得します。
④　ガラポン TV 本体の”12V”と記載された差込口に、付属の電源アダプタを接続し、電源ケーブルを電源コンセント

に接続する。

上記手順を実行しガラポン TV 本体の正面ランプが点灯していることを確認する。

　　※セットアップの段階でガラポン TV 端末を初めてネットワークに接続した場合は、
　　　本体正面ランプが点滅する場合がございます。点滅している場合は、ファームウェアの
　　　自動アップデードを行っております。
　　　ファームウェアアップデート中に電源ケーブルを抜くと内部機器の故障に繋がりますので、
　　　正面ランプが点滅している間はガラポン TV 端末から電源ケーブルを抜かれませんようご注意ください。
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■3．ガラポンＩＤの登録

・ガラポン本体と同一 LAN 上にある、インターネットに接続されたガラポン視聴用端末のブラウザから
ガラポン      WEB      にアクセスし、“ガラポン ID を新規登録する(無料)”を選択する。

・ ガラポン ID とお名前、パスワード、生年月日などの情報を入力し、“登録（確認）“をクリック。
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http://garapon.info/
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■4．ガラポンTVのセットアップ

　・ガラポン ID 登録完了後、続けて「ガラポン TV をセットアップする」に進む。

・ ガラポン TV セットアップ画面で、同封の保証書かガラポン TV 本体底部に添付されたシールに
記載のレジストリ KEY を入力し、“次へ“をクリック。

※ポート番号はガラポン TV を 2 台以上お持ちの方や、自宅で Web サーバーを公開し、ルーターの 80 番、1935 番ポ
ートを既に使用している方などのみ、設定を変更する必要がございます。それ以外の方は初期値のままで結構です。
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■5．ガラポンTVへのログイン

・ガラポン TV セットアップ完了後、“登録情報確認画面”に表示されている“グローバル IP アドレス“と”プライベー
ト IP アドレス“をメモしておく。

・ガラポン本体と同一 LAN に接続しているガラポン視聴用端末のブラウザのアドレス欄にプライベート IP アドレ
スを入力し、先程登録したガラポン ID とパスワードを再入力してガラポン TV 本体にログインする。

※ガラポン ID 登録完了から、約１５分後にガラポン TV にログイン可能となります。
「ガラポン ID もしくはパスワードが正しくありません。」と表示される場合は、今しばらくお待ちください。
お待ちいただいてもアクセスできない場合は、ガラポン ID とパスワードが合っているかをご確認いただき、
次ページを参考に端末の再起動をお願い致します。
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999.999.999.999
192.168.0.3

192.168.0.3
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よくある質問：
Q ．ガラポンWEBにIPアドレスが反映されません。／　表示されたIP アドレスをブラウザ
に入力してもアクセスできません。（ http://garapon.tv/help/?p=19）

USBハードディスクを接続せずに、ガラポンTV端末の再起動をお願いします。
■手順
１）ガラポンTV端末から、電源ケーブルを抜く。
２）ガラポンTV端末から、アンテナケーブルを抜く。
３）ガラポンTV端末から、USB ハードディスクのケーブルを抜く。
４） USB ハードディスクからも電源ケーブルを抜く。

５） 1分ほどお待ちいただき、ガラポンTV端末に電源ケーブルだけを挿す。
こちらを行って10分～15分お待ちいただき、ガラポンWEBの登録情報確認画面に表示されたプ
ライベートIPアドレスにて同一LAN環境内からアクセス可能かを今一度ご確認いただけますでし
ょうか。
もしアクセスできた場合は、

６）ガラポンTV端末にアンテナケーブルを挿す。
７） USB ハードディスクに電源ケーブルを挿す。
８）ガラポンTV端末にUSB ハードディスクのケーブルを挿す。
９）ガラポン TV のメニュー画面より [ 各種設定 ]-[ システムのリブート ] を行ってください。

Q ．セットアップ中、ガラポンTV にアクセスできない場合のネットワーク環境のご確認
ガラポン TV をご利用いただくには、DHCP 機能を有するルーターが必要となります。（ガラポ
ン TV は IP アドレスを DHCP で取得します）

ルーター機能のない HUB （ハブ）のみではご利用になることができませんのでご注意ください。
必ずガラポン TV を LAN ケーブルにてルーターに接続（有線接続のみ対応）してください。また
PC を利用したブリッジ接続には対応しておりません。

http://garapon.tv/support/#iphihyouzi
http://garapon.tv/help/?p=19
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■6．ハードディスクの初期化・チューナーレベルの確認

　　※ブラウザが Internet Explorer の場合、ハードディスクの初期化が正常に行えません。
　　ハードディスクの初期化
　・トップページの［各種設定］から［ハードディスクの初期化］を選択し、USB 外付けハードディスクが選択され
　　ていることを確認して”初期化を開始する“をクリック。初期化完了後、自動的に再起動されます。
　 参考：初期化にかかる時間の目安としては 1.5TB で 1時間程度、2TB では 1時間半程度です。ハードディスクに

よっては、目安の時間よりも早く初期化が終わるものもございます。
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　ハードディスクの初期化が完了しない場合は？
　
・・・１時間以上経っても初期化中画面のままの場合

実際はハードディスクの初期化が完了していても、初期化中の画面から遷移しない事があります。
次の２点をご確認ください。

1.[ 端末情報 ]-[ 録画用ハードディスク ] をご確認頂き、「容量」がご利用のハードディスクと
ほぼ一致して表示されておりますでしょうか。

2.[ 端末情報 ]-[チューナーレベル ] をご確認いただき、各チューナーのlevel= の右側に
数値が表示されておりますでしょうか。

上記２点を確認いただき表示されている場合、ハードディスクの初期化は完了しています。
しばらくお待ちいただくと番組が録画されはじめますのでご確認ください。　

・・・ USB 外付けハードディスク以外を使っていませんか？
SATA や IDE の USB 変換だと正常動作しないことがあります。

・・・接続している USB 外付けハードディスク名は、正しく表示されていますか？
表示されていない場合は、USB 外付けハードディスクの電源が入っていることを確認し、ガラポン TV
端末へ挿入している USB ケーブルを抜き差しして、再度ハードディスク名の表示を確認してください。

※ 上記の項目を確認しても、ハードディスクの初期化が完了していない場合は下記のヘルプを
お試しください。

Ｑ．ガラポン TV のセットアップ中にハードディスクの初期化が完了しません。
http://garapon.tv/help/?p=21

http://garapon.tv/help/?p=21
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チューナーレベルの確認

・ 東京タワーからの送信波を受信していない地域でガラポン  TV  を設置される場合は  P.12  のチャンネル設定にお進  
み頂いたあとに、チューナーレベルの確認を行ってください。

・ ガラポン TV 端末の再起動後、トップページの［端末情報］から［チューナーレベル］を確認してください。全て
のチューナーが 50 以上 95未満であることを確認してください。チューナーレベルが表示されるまで 15分程かか
ります。

　　　　　　（チューナーレベルはハードディスクの初期化が完了していない場合は表示されません。）

もしも上記メッセージが表示される場合は、ブースター等のアンテナ受信レベルの増強をご検討ください。
このメッセージが表示された状態でも、ガラポン TV の録画・再生は行えます。

チューナーレベルが表示されていることが確認できましたら、番組の録画が自動的に開始致します。
番組放送終了後約 10分ほどで番組が保存されていきますので、番組が保存されるまでの間、

次ページ以降の設定を行ってください。
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■7．録画保存期間の変更 

・ トップページの［各種設定］から［録画保存期間の変更］を選択し、USB ハードディスクの容量に応じて適切な
録画保存期間を設定してください。1 日＝35GB、14 日＝500GB が目安となります。
TS データ保存設定で［TS データを保存する］をご選択いただいた場合は、録画保存期間が若干短くなります。TS
データ保存設定については次のページをご覧ください。
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■8．保存データ選択設定・多重音声放送番組録画モード設定

　　保存データ選択設定
［各種設定］ー［保存データ選択設定］より、録画されるワンセグデータをそのままの形（TS データ形式）で保存し
ておくか、自動削除するかの選択ができます。ガラポン TV は受信した TS データを MP4 データへと変換し、MP4 デー
タを再生しますが、電波状況などに乱れがあった場合は変換後の MP4 データに音ズレが発生してしまうことがありま
す。TS データを保存しておけば音ズレのない TS データをそのまま再生することができます。

また、TS データを保存していただけますと、現在放送中の番組も視聴（追っかけ再生）できるようになりますので 、

TS      データの保存を強く推奨しております。  

　関連ヘルプ　TS データの保存について　http://garapon.tv/help/?p=448     

　　多重音声放送番組録画モード設定
　［各種設定］－［多重音声放送番組録画モード］から、多重音声放送（副音声付放送、二ヶ国語放送、解説放送）の番
組で、主・副の両音声を録画するか、または主音声のみを録画するかをご選択いただけます。ただし主音声のみ録画モ
ードに設定していただいた場合も TS 再生では当機能は無効となりますので、プレイヤの左右の音量レベル調整で、主
音声、副音声を選択してください。
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http://garapon.tv/help/?p=448


 　ガラポン TV セットアップマニュアル

■9．チャンネル設定

（※重要）東京タワーからの送信波を受信していない地域でガラポンTVを設置される場合は必ず下記のチャンネ
ル設定を行ってください。チャンネル設定を行わない場合、録画が正しく行われません。

初期設定では、ガラポンＴＶのチャンネル周波数は東京タワーの電波に合わせられています。関東地域以外にお住ま
いで、東京タワーからの電波を受信していない地域の方は、ご自身でチャンネル周波数を設定していただく必要がご
ざいます。下記にチャンネル設定の概略を掲載しておりますが、より詳しい設定方法はチャンネル設定ページにてご
覧いただけます。

①都道府県一覧表からお住まいの都道府県を選択してください。
ここでは例として「大阪府・大阪エリア」にお住まいの方の設定例をご説明いたします。
まずは、都道府県一覧表から大阪をクリックしてください。

②お住まいになられているエリアを選択します。
ここでは例として、大阪府の大阪エリアを掲載していますが、最初は必ずその他の地域のチャンネルからご自分のお住ま
いの地域をご確認ください。

その他の地域のチャンネルをクリックすると開くページの、右側のデジタルテレビ編よりお住まいの都道府県をクリック
し、エリアとチャンネル番号をご確認ください。
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http://garapon.tv/ichiran.html
http://garapon.tv/channel.html


 　ガラポン TV セットアップマニュアル

③お住まいのエリアで受信されている各放送局のチャンネル番号をお控えいただき、ガラポンＴＶのト
ップ画面より[各種設定]―[チャンネル設定]へおすすみいただくと、チャンネル設定のページへと移り
ます。放送局、チャンネル番号、twitterハッシュタグを入力し、ページ下部の[設定する]をクリック。
設定情報を確認して[リブートする]をクリックすれば完了です。
各放送局のtwitterハッシュタグは、都道府県一覧表よりご確認いただけます。

※チャンネル設定を行ってしばらくは、事前に取得していたEPG（電子番組ガイド）の情報と録画される番組が合致しないため、

番組名と番組内容が異なりますが数時間から半日程お待ちいただきますと番組名と内容が合致します。 
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関東にお住まいで、東京タワーからの送信波を受信されている方向けのチャンネル設定変更手順
録画する放送局を変更するには、トップページの［各種設定］から［チャンネル設定］を選択し、録画する放送局を
選択・変更します。関東地方にお住まいで、TOKYO MX、テレビ神奈川、千葉テレビ放送、テレビ埼玉のチャンネル設
定をされる方は、下記の表の放送局、チャンネル番号、ハッシュタグをご入力いただければ設定できます。

例として、関東初期設定ではフジテレビが設定されているチューナー０をTOKYO MXに変更する場合の手順を
掲載しています。
❶ 放送局名を入力（TOKYO MXと入力）
❷ チャンネル番号を選択（ここでは16を選択）
❸ ハッシュタグ（#tokyomxと入力）

設定後、画面下部の【設定する】をクリック。表示される確認画面でチャンネル設定を確認したら、
画面下部【リブートする】を押せば設定完了です。

　　　　※チャンネル設定を行ってしばらくは、事前に取得していたEPG（電子番組ガイド）の情報と

　　　　録画される番組が合致しないため、番組名と番組内容が異なりますが、数時間から半日程お待ち

　　　　いただきますと番組名と内容が合致します。 
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■10．ポートフォワード設定

ガラポン TV で録画した番組を外出先（インターネット経由）からご視聴いただくには、ご自宅でお使いのルーターに
対してポートフォワード設定をしていただく必要がございます。

（ポートフォワード設定をしなくても、ご自宅のネットワーク内からはご視聴いただけます。）

　　外出先でスマートフォンや PC などからガラポン TV を利用するにはこのポートフォワード設定が必要となります。

設定方法についてはポートフォワード設定ページをご覧ください。

設定方法がわからない場合は、

1. ルーターのメーカー名と機種名

2. ご自宅のネットワーク環境（ガラポン TV 端末を接続しているルーターがモデムに接続されている場合は併せて
モデムの機種名を／マンションの場合は、
　マンションで共有しているルーターの有無など）

3. [各種設定]-[ポートフォワード設定]にて□□□～□□□で囲まれているメッセージの表示
　→可能／不可能、「多段ルータの可能性」メッセージの表示の有無

　を明記のうえサポートまでご連絡ください。

・ポートフォワード設定完了後、ガラポン      WEB      にガラポン ID でログインし、“ガラポン TV を利用する”をクリック
することで、ご自宅のガラポン TV に外出先からでもインターネット経由でアクセスできるようになります。
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 　ガラポン TV セットアップマニュアル

■11．ガラポン TV の便利な機能

　　初めてガラポン TV をご利用になるお客様に、ガラポン TV の便利な機能をご紹介します。
　　

　①「お気に入り」機能
　　ガラポン TV は、ハードディスク容量が一杯になると録画日時が古い番組から自動削除されていきますが、
　　「お気に入り」に保存していただくと削除されずにずっと保存していただけます。
　　操作はカンタン、番組画面の下部にある「お気に入り」の「入れない」となっている設定を「入れる」に変更して
　　「お気に入りを更新する」をクリックすれば、その番組がお気に入りに保存されます。保存された番組は、トップ
　　画面の［お気に入り］よりご確認いただけます。

　②「電子番組情報内検索」機能
　　トップ画面の検索窓から、電子番組情報内検索ができます。
　　　録画された全ての番組のタイトルや説明文を検索。検索結果から観たい番組を選択し視聴できます。 　 

　　

16　/　23



 　ガラポン TV セットアップマニュアル

例えば「温泉」というキーワードで検索すると・・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

録画された全ての番組の中から、タイトルや説明文に「温泉」と入っている番組が一覧で表示されます。
　　　観たい番組をクリックすることで、すぐに視聴することができます。
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　③「字幕データ内検索」機能
トップ画面 →［電子番組情報検索］ページから「字幕データ内検索」を選択しキーワードを指定することで、
ワンセグ放送に付与されている字幕データを検索することができます。番組ごとに検索対象（キーワード）が登場
した場面を一覧表示し、その場面から再生することが可能です。

例えば「株価」というキーワードで検索をすると・・・

録画された番組の中から、字幕データに「株価」が登場した場面が一覧で表示されます。
該当箇所をクリックすることでその場面から即再生することができます。
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　　④番組索引情報（番組ごとの URL）共有 ＆ Twitter 連携 
　  
　  面白い番組やシーンを見つけたら、ガラポン TV を持っている友人同士で番組索引情報（番組ごとの URL）を共
　   有することができます。また Twitter 連携の機能を利用することで、面白かった番組やシーンをつぶやいて、
     ガラポン TV を持っている友人同士で知らせ合う事もできます。
　　（※番組自体の共有ではなく、番組の URLの共有です。ご友人もガラポン TV を利用している必要があります。）

　　　

　　　　　番組索引情報（番組ごとの URL）の共有

　　　この番組は面白いから、ガラポン TV をもっているAさんに　　　　　　　　　　　　　　すぐにその番組の URLが表示されます。　

　　　知らせてあげたいな…と思ったら、[URLをコピー]をクリック。　　　　　　　　　　　　あとはその URLをAさんに知らせてあげるだけで、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                Aさんはすぐにその番組を再生できます。

　　
  

　　　この番組のこのシーンだけを教えてあげたい、といった場合には URLの番組 ID の後ろに
　　　　　該当シーンの開始時間を指定することで、該当シーンからの頭出し再生が可能です。

 

再生開始時間は、番組開始時点からの経過秒数となります。
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　　Twitter 連携　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     
               面白い番組を発見！この番組を、ガラポン TV を持っている皆と共有したいな…と思ったら、

　　　　　　　　　　番組詳細画面で［ツイート］をクリック、twitter で番組の URLを共有できます。

                            あとは、番組の感想やコメントを書いて［ツイート］をクリックするだけ！

 

下図のようにツイートされます。
ガラポン TV を持っている友人が番組URLをクリックすると、その番組が即再生できます。
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                             「#ガラポン TV」のハッシュタグで検索すると、
ガラポン TVユーザーが tweet した番組を見つけることができます。 

　　　

またガラポン      TV      トピックス  ではガラポンスタッフ　
が見つけた面白い番組をツイートしたり、ガラポン TVユーザーがツイートした番組をリツイート
（紹介）しています。 

　　

　　※関東圏（東京、神奈川、千葉、埼玉）以外にお住まいの、全国の皆様へ
共有 URL は、チャンネル設定画面で録画する放送局を設定する際、下記の系列と揃えて設定して頂けれ
ば他の都道府県でガラポン TV をご利用の人と共有可能です（ただし放送時間が同じ番組に限ります。）
録画されている放送局の系列をご存知でない方は、こちらでご確認頂けます。 

　　（例）大阪の場合 
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　　再生画面サイズの調整機能
　　全画面表示の他に、再生画面の大きさを調整することができます。最適な大きさに調整してご視聴ください。 
　　※iPhone での視聴時と、Android端末でガラポンアプリからの視聴時は当機能は無効となります。 
　　
　　全画面表示の方法　
　　図の、赤い四角で囲われている再生画面左下の矢印をクリックしてください。

　　再生画面拡大の方法　　
　　再生画面下の「＋」ボタンで段階的に拡大します。
　　「－」ボタンをクリックすると標準サイズに戻ります。  
　　
　　一段階拡大時のサイズ
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　　早送り・巻き戻し機能
　　
　　再生画面の下の矢印（← →）で、それぞれ早送り（30秒）、巻き戻し（15秒）が行えます。 
     ※iPhone での視聴時と、Android端末でガラポンアプリからの視聴時は当機能は無効となります。 

   

 
　　ガラポン TV の設定に関しましてお困りのことがあれば下記をご覧ください。

サポートページ（よくある質問）：http://garapon.tv/help/
　　メールフォーム：http://garapon.tv/query
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