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BeoRemote One の紹介とガイド

BeoRemote One は片手で使えるリモコンで、 
Bang & Olufsen 製のテレビや音楽システムを
簡単に遠隔操作できます。 

BeoRemote のディスプレイには、TV、ラジオ、
スタンドまたは照明など、ソースや機能が表
示されます。

BeoRemote One リモコンは、実際のボタンの
数 以 上 に 、多くの 操 作 が で きます。T V  や
MUSIC ボタンを使用して追加したソースを
BeoRemote One のディスプレイに呼び出し
たり、LIST ボタンを使用して補助機能を表示
したりできます。 

モーター内蔵スタンドに設置したテレビを
回転させるには... 
押して [スタンド]を BeoRemote 
One ディスプレイに呼び出し 
ます。 

押すとテレビのスタンドが回転
します。 

テレビ回転位置を選択します。

このガイドで使用されている記号:

リモコン操作  
– LIST などの濃い灰色のボタンは押す必要

のある物理ボタンを示しています。 
– スタンド な ど の 薄 い グ レ ー の 文 字 は

BeoRemote One のディスプレイの文字を
示しています。BeoRemote One の LIST、TV
ま た は  M U S I C  を 押 すと 呼 び 出 せ ま
す。BeoRemote One のディスプレイに文字
が表示されます。LIST、TV、MUSIC の文字は
表示/非表示の設定ができ、名前の変更も
可能です。詳しくは 9 ページと 10 ページを
ご覧ください。 

– センターボタンは と表記され、操作中に
センターボタンを押す必要がある場合に使
用します。 

LIST

スタンド

または

0 – 9

基本的な操作は、BeoRemote One のボタン
をどれか 1 つ、または論理的なわかりやすい
順番で幾つかのボタンを押すことにより、操
作できます。 

BeoRemote Oneの操作例 
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BeoRemote Oneを使用する 

BeoRemote One のディスプレイにはソースと 
機能が表示されます。  

TV ボタンはTVのソースリストを表示します。 
MUSIC ボタンは音楽ソースを表示します。 

LIST ボタンは有効なソースに関連のある機能の
リストを表示します。 

3 つの MyButtons はパーソナライズした機能を
利用するためのショートカットです。

数字ボタン

文字放送、プログラムガイドや情報、そしてその
選択したソースのメニュー操作の方法といった

機能に使用するボタンです。 

Peripheral Unit Controller からのメニュー操作や
Bang & Olufsen 製ではない製品の操作に使用す

るコントロールボタンです。 
 

再生ボタンとリプレイボタン

チャンネルや局を選ぶためのボタン ボリューム調節ボタン。ボタンの中央を押すと消
音し、もう1度押すと音声が戻ります。

スタンバイボタン

ズーム表示で文字を表示する 
 
ディスプレイに表示される文字が1行以上ある場
合、文字がフォーカスされているときはすべての
文字を表示するために右から文字をスクロール
します。 

選択に使用するセンターボタン 

TV

ホームメディア



5

BeoRemote One リモコンの詳細

BeoRemote One のボタンを使った基本的な
操作と、補助機能の操作 
BeoRemote One のボタンは基本的な操作に使
いやすいようにグループ分けされています。 

TV...利用できるTVソースが BeoRemote One
のディスプレイに表示されますので、スイッ
チを入れます。または を使用してリスト
から項目を選び、センターボタンを押してソ
ースのスイッチを入れます。

MUSIC...利用できる音楽ソースが BeoRemote 
One のディスプレイに表示されますので、
スイッチを入れます。または を使用して
リストから項目を選び、センターボタンを押
してソースのスイッチを入れます。

LIST...補助機能や製品が BeoRemote One の
ディスプレイに表示されます。または を
使用してリストから項目を選び、センターボ
タンを押してアイテムを選択します*1。LIST
を閉じてすぐにもう一度 LIST を押すと、メニ
ューのトップを表示するために LIST をもう
一度押さなければならないことがあります。

MyButtons ...長押しすると、ソース、サウ
ンド、画像設定など、現在のセットアップが
保存されます。短く押してセットアップを選
択します。特定のソースのみを選択するよう
に MyButtons を設定することもできます。7
ページをご覧ください。 

番号ボタン...0 から 9 までの番号ボタンは、テ
レビのチャンネルやラジオ局の選択など、
番号を入力する時に使います。 

TEXT..Bang & Olufsen のテレビで文字放送に
アクセスします。

BACK...メニューや BeoRemote One のリスト
の前の項目に戻ります。長押しするとすべて
のメニューや BeoRemote One リストが閉
じられます。

INFO...Bang & Olufsen のテレビのメニューや機
能に関するヘルプテキストを呼び出します。 

GUIDE...Bang & Olufsen のテレビのプログラ
ムガイドを呼び出します。

MENU...Bang & Olufsen のテレビのオンスク
リーンメニューを呼び出します。 

ディスプレイに表示される TV、MUSIC、LIST 
ボタンの文字は表示/非表示の設定ができ、
名前の変更も可能です。詳しくは、9 ページと 
10ページをご覧ください。 

 
1*LIST メニューで[照明]または[コントロール]
を  選択している場合は、もう一度 LIST を押す
と照明およびコントロール機能にアクセスで
きます。 

TV

ホームメディア
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 、、および ...上下左右の矢印ボタンでメ
ニューや BeoRemote One のディスプレイ
上を移動できます。前のレベル/アイテムに
戻るには を使用します。オプションのリスト
を開いて選択するには を使用します。 
（センターボタン）...メニューやアイテムを選
択したり有効にしたりします。
     （カラーボタン）...各カラーに割当てら
れた機能を選択します。カラーボタンの詳
細は、ご使用の Bang & Olufsen 製品ガイド
の説明をご覧ください。

および ...ワンステップずつ前後に検索しま
す。お使いの Bang & Olufsen のテレビまた
は音楽システムによってボタンの機能が異
なることがあります。詳細については、お使
いのシステムのガイドをご覧ください。 
（再生）...トラック、ファイル、録画の再生やリ
プレイを開始します。 
（一時停止）...プログラムや録画の再生を一
時停止します。 

P + /P -...TV チャンネルやラジオ局を順番に表
示します。
/ ...音量を調節します。このボタンの中
央を押すと音声が消え、もう 1 回押すと音声
が戻ります。
（スタンバイ）...製品をスタンバイ状態にしま
す。長押しすると、システム内のすべての製
品がスタンバイ状態になります。
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MyButtons を使用してお気に入りのコンテンツにアクセスする

3  つの M y B u t t o n s  を使用して、 
BeoRemote One をパーソナライズ
できます。現在視聴しているテレビ
や再生履歴の「スナップショット」を
保存しておけば、ボタンを一度押す
だけで簡単にそのコンテンツを呼
び出せます。詳しくは、テレビのガイ
ドをご覧ください。

MyButtons を 1 つのソース専用に
設定し、そのソースのスイッチを直
接入れることもできます。

MyButtons 機能に対応していない製品もあり
ます。詳しくは、お使いの製品のガイドをご覧
ください。

スナップショットの保存と使用

最大 ３ つのスナップショットを保存でき、3 つの 
MyButtons で起動できます。テレビのスイッ
チがオンになっていて、ソースが選択されて
いる必要があります。スナップショットで保存
できるのは、スタンド位置やサウンド調整な
ど、選択されたソースの設定です。 

スナップショットを保存するには... 
MyButtons の１つを押したまま
にすると、現在視聴しているコン
テンツを保存できます。 

すでにスナップショットが保存されているボタ
ンでスナップショットを保存すると、既存のス
ナップショットと新しいスナップショットが置
き換えられます。 

特定のソースに MyButton を使用する

3 つの MyButtons の1つを押すたびに有効 
にしたいソースを選択できます。 

MyButton に特定のソースを設定するには... 
押して[設定]をBeoRemote One 
のディスプレイに呼び出します。

押して[特殊設定]を呼び出します。

押して[ボタン]を呼び出します。 

押して[MyButtons]の 1 つを選
択します。 

押すとソースのリスト内を移動
できます*1。 

押して MyButton で有効にした
いソースを保存します。

スナップショットを使用するには... 
希望のスナップショット用のボタ
ンを押します。 

スナップショットとして保存されたアイテムが
使用できなくなっている場合、スナップショッ
トは保存されたままですが、再生されたアイ
テムは選択されたソースの通常のソース動作
に従います。 

LIST

設定

特殊設定

ボタン

...

1*  ボタンを使用してスナップショットを保存し
たい場合は、リストのトップにある MyButton
を選択してください。「Beo4」製品を操作する
ために BeoRemote One をお使いの場合はこ
の機能はご利用いただけません。

MyButtons を使用して、ワンタッチでお気に入
りのコンテンツにアクセスできます。
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ディスプレイを設定する

BeoRemote One の表示タイムアウト*1やディ
スプレイの明るさ*1を変更できます。 

表示タイムアウトを変更するには... 
押して[設定]を BeoRemote One  
のディスプレイに呼び出します。

押して[ディスプレイ]を呼び出
します。 

押して[タイムアウト]を選択し 
ます。

押して表示タイムアウトの設定
を変更します。 

押すと設定が保存されます。

1*表示時間が長く、ディスプレイが明るいほど、
より頻繁に電池を充電する必要があります。

ディスプレイの明るさを設定するには...
押して[設定]を BeoRemote One
のディスプレイに呼び出します。

押して[ディスプレイ]を呼び出し
ます。

押して[明るさ]を呼び出します。 

押してディスプレイの明るさの
設定を変更します。

押すと設定が保存されます。

BeoRemote One のディスプレイ設定

LIST

設定

ディスプレイ

タイムアウト

...

LIST

設定

ディスプレイ

明るさ

...

工場出荷時は表示タイムアウトは 10 秒に設
定されています。

 10秒

5秒

15秒

 中

低

高

工場出荷時はディスプレイの明るさは中に設
定されています。
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リモコンをカスタマイズする

ソースまたは機能の表示/非表示 BeoRemote Oneは操作している製
品に合わせて2つの主なソースタイ
プを区別します。TVボタンでTVソー
スにアクセスでき、MUSICボタンで
音楽ソースにアクセスできます。製
品をBeoLinkセットアップに接続し
ている場合、利用できるものがあれ
ば、リンクされたソース（リンク記号
が付いています）へのアクセスも
可能です。リンクされたソースに関
する詳細は、 22～24ページをご覧く
ださい。

利用できるソースはお使いの製品やセットア
ップによって異なります。LISTボタンは選択し
たソースに関連しています。

LISTボタンを押すと、ディスプレイにまるで補
助ボタンを呼び出したかのように、有効なソー
スの操作に役立つ補助機能を呼び出せます。 

お使いの製品に合わせてBeoRemote Oneを
カスタマイズできます。TV、MUSIC、および各
メインソースに関連したLISTボタンの表示/
非表示を切り替えたり、名前を変更したりでき
ます。また、ソースや補助機能を呼び出した際
の順番を変更することもできます。 

操作する製品のTVボタンおよびMUSICボタン
を押している時にリストされるソースの表示/
非表示を設定できます。TVおよびMUSICソー
スに関連したLISTボタンの機能の表示/非表
示も設定できます。

すべてのソースを非表示にすると、TVまたは
MUSICボタンを押している時に利用できるソ

ースがなくなります。

TV、MUSIC、LISTボタンのソースまたは機能を
表示/非表示するには... 
押して [設定]をBeoRemote 
Oneのディスプレイに呼び出し
ます。

押して、[TVソース]、[MUSICソー
ス]、[TV用LIST]、[MUSIC用LIST]
から編集したいリストを選択し
ます。

押して[表示]を選択します。 

押して表示/非表示にするソー
スや機能を選択します。

押して 表示 または非表示（選
択なし）を切り替えます。

次のソースまたは機能の表示/
非表示の設定を続けます。また
は... 

...押すと前のメニューに戻ります。
押し続けるとメニューを終了し
ます。

LIST

設定

...

表示

...

...

BACK

  TV

 ホームメディア

BeoRemote One リストに表示されるアイテム
を 1 つ以上追加できます。  
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>> リモコンをカスタマイズする

ソースまたは機能の名前を変更する

TV ボタンおよび MUSIC ボタンを押している時
に表示されるソースの名前を変更できます。
各ソース専用の LIST ボタン（MUSIC 用 LIST と
TV 用 LIST）の機能の名前も変更できます。た
だし、設定メニューの名前は変更できません。

TV、MUSIC、LIST ボタンのソースや機能*1 を変
更するには... 
押して[設定]を BeoRemote One 
のディスプレイに呼び出します。

押して、[TV ソース]、[MUSIC ソー
ス]、[TV 用 LIST]、[MUSIC 用 LIST]
から、名前を変更するソースまた
は機能リストにアクセスします。

押して[名前変更]を呼び出し 
ます。

押して、[ウェブメディア]など名
前を変更する*2ソースまたは機
能*1を選択します。

押して、スペリングラインの最
後*4にある文字*3  とアイコン*4

を変えます。または、... 

...押してあらかじめ設定されて
いる名前リストの項目を選択し
ます。

押して文字、数字*5記号*4を選
択するか、あらかじめ設定され
たリストから名前を選択します。 

押すと最後の文字、数字、記号
を消去*4 でき、押し続けるとすべ
てのテキストを消去できます。 

押して保存アイコン   を探し、
名前を保存します。

1*製品の名前を変更したい場合は、LIST を押
して[設定]を呼び出します。[特殊設定]を選択
し、[製品]を呼び出します。指示に従って製品
の名前を変更してください。
2*BeoRemote One のソースの名前を変更す
る場合は、できるだけテレビまたは音楽システ
ムのソースの名前も変更されることをお勧め
します。
3*ソースまたは機能の名前に使用できる文字
はアルファベットのみです。文字に特殊記号を
含む場合は、その文字が反転表示されている
時に MENU を押すと特殊文字のリストにアク
セスできます。 

4*スペリングラインの最後にあるアイコンは
大文字/小文字   の切り替えや、、数字  、
記号  、消去  、保存   にアクセスするた
めに使用します。
5*BeoRemote One の数字ボタンを使用して 0 
から 9 までの数字を入力することもできます。 

LIST

設定

...

名前変更

...

BACK

AirPort Express
AppleTV
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>> リモコンをカスタマイズする

ソースまたは機能を移動させる

操作する製品の TV ボタンおよび MUSIC ボタ
ンを押している時にリストされるソースの順
番を変更できます。各ソース専用の LIST ボタン

（MUSIC 用 LIST と TV 用 LIST）の機能も移動
できます。ただし、設定メニューは移動できま
せん。常にリスト下部に表示されます。

TV、MUSIC、LISTボタンのソースや機能*1 を移
動するには... 
押して[設定]を BeoRemote One
のディスプレイに呼び出します

押して、[TVソース]、[MUSIC ソー
ス]、[TV 用 LIST]、[MUSIC 用
LIST]から、移動させたいソース
または機能リストにアクセスし
ます。

押して[移動]を呼び出します。 

押して、[ウェブメディア]など移
動させたいソースまたは機能*1

を選択します。 

押すとリストが選択したアイテ
ム   の後ろに移動します。

押すとリストの中にアイテムが
並びます。

次のソースまたは機能の移動
を続けます。または... 

...押すと前のメニューに戻りま
す。押し続けるとメニューを終
了します。

リストを選択したアイテム   の後ろに移動させ、
センターボタンを使用してリストの中にアイテ
ムを並べます。  
 
1*製品を移動させたい場合は、LIST を押して 
[設定]を呼び出します。[特殊設定]を選択し、 
[製品]を呼び出します。指示に従って製品を移
動させてください。ただし、有効になっている
製品は常に LIST のトップに表示されます。

LIST

設定

...

移動

...

...

BACK

TV TV

ホームメディア
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メンテナンス

BeoRemote One リモコンの表面のクリーニ
ングには、柔らかくケバのない布をしめらせ、
よく絞って使ってください。

注意！このリモコンのどの部分をクリーニング
する際にも、アルコールなどの溶剤は絶対に
使わないでください。

BeoRemote One のクリーニング

BeoRemote One の電池を交換する

BeoRemote One のディスプレイに電池の警
告が表示されたら、電池を交換する必要があ
ります。 

BeoRemote One には電池が2個必要で
す。1.5 V（サイズ AAA）のアルカリ乾電池のみ
をご使用ください。

BeoRemote One に同梱されていたクイック
ガイドまたは www.bang-o lu f sen .dk /
support/beo-remoteone.pdf  に示された通り
に電池を交換してください。 

ディスプレイに電池の警告が表示されている
ときは、電池を交換するまでディスプレイに関
連する機能は使用できません。 

http://www.bang-olufsen.com/en/customer-service/product-support/accessories/remote-controls/beoreomote-one
http://www.bang-olufsen.com/en/customer-service/product-support/accessories/remote-controls/beoreomote-one
http://www.bang-olufsen.com/en/customer-service/product-support/accessories/remote-controls/beoreomote-one
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製品を追加する 

工場出荷時の BeoRemote One は、
テレビ（BeoVision）のみと使用する
ように設定されています。 

BeoRemote  One を別の Bang  & 
Olufsen 製品と使用したい場合や、
同じ BeoRemote One で 1 つ以上の
製品を操作したい場合は、その製品
が BeoRemote One の LIST に表示
されていて、選択できなくてはなり
ません。 

BeoRemote One で操作する製品は
3 つの種類に分類されます：
– テレビ 
（デフォルトでは BeoVision）： 
  8つの製品Option
– 音楽システム  
（デフォルトでは BeoSound）：
  8つの製品Option 
– 「Beo4」製品*1 （デフォルトでは

Beo4 VIDEO、Beo4 AUDIO など）：
  4 つの製品 Option

オプション設定をすると BeoRemote One で
製品を個別に操作するように設定できます。
例えば、同じ部屋に2台のテレビがある場合、
両方のテレビが BeoRemote One からのコマ
ンドを受信します。各テレビを個別の製品とし
て設定し、正しいオプションを設定する必要が
あります。 

BeoRemote One に行った設定は、有効な製
品に関して保存されます。別の製品に切り替え
る方法については、15 ページをご覧ください。

注意！Beo4  で操作するよう設計された
Network  Link製品は、「Beo4」製品として設定
してください。詳細は、16～18ページをご覧く
ださい。

ステップ1－LISTに製品を追加または削除する

BeoRemote One で新しい製品を操作するに
は、まず製品を BeoRemote One の LIST に追
加して、選択できるようにする必要があります。 

それから、製品 Option メニューでその製品に
特定のオプションを設定し、BeoRemote One
がその製品を個別の製品として認識するよう
にしてください。14 ページをご覧ください。

LISTボタンから見つけた製品を追加または削
除するには...
押して[設定]を BeoRemote One
のディスプレイに呼び出します。

押して[特殊設定]を呼び出します。 

押して[製品]を選択します。 

押して[表示]を選択します。 

押して、[BeoVision(2)]など、表
示/非表示にする製品を選択し
ます。

押すと表示   または非表示が
切り替わります（選択なし）。

次の製品の表示/非表示の設定
を続けます。または... 

...押すと前のメニューに戻ります。 
押し続けるとメニューを終了し
ます。

製品が LIST に追加されていれば、LIST を押した
時に有効な製品が常にトップに表示されます。
 
1*BeoRemote  One で「Beo4」製品を操作する
方法については、16～18 をご覧ください。
 
LIST ボタンで呼び出した時に表示される製品
の名前や順番を変更できます。TV、MUSIC、LIST 
ボタンのソースや機能の名前を変更したり移
動させる場合と方法は同じです。10ページ と 
11ページをご覧ください。 

LIST

設定

特殊設定

製品

表示

...

...

BACK

有効な製品

消音

BeoVision

スタンド
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>> 製品を追加する

ステップ 2 –製品に正しいオプションを設定する

BeoRemote One を新しい製品に使用する場
合や、同じ種類の製品 2 つ以上に使用する場
合は、BeoRemote One が製品を個別に認識
できるようにする必要があります。例えば、テ
レビが２台あると、両方が BeoRemote One か
らのコマンドを受信してしまいます。そのた
め、製品Optionメニューから、製品にそれぞれ
の製品Optionを設定しなければなりません。

セットアップによっては、製品を BeoRemote One 
からのコマンドに反応させるかどうかを選択
できます。 

どのオプションを使用すればよいのかは、テ
レビまたは音楽システムのガイドをご覧くだ
さい。 

注意！Beo4  で操作するよう設計された
Network Link 製品は、「Beo4」製品として設定
してください。詳細は、16～18 ページをご覧く
ださい。

BeoRemote One を使用して製品に特定のオ
プションを設定するには...
リモコンをオプション設定をしたい製品の赤
外線受信器に向けます。リモコンと赤外線受
信器の距離は 0.5 メートル以内になるように
してください。

押して[設定]を BeoRemote One  
のディスプレイに呼び出します。

押して[ 特 殊 設 定 ]を呼び出し 
ます。 

押して[製品Option]を呼び出し
ます。 

[赤外線有効]または[赤外線無
効]を選択します。*1

[BeoVision」など、有効な製品
を選択します。

[BeoSound]など、その製品用
の製品Optionを選択します。*2 

[送信]を選択し、センターボタ
ンを押して選択したオプション
を保存します。 

LIST

設定

特殊設定

製品 
Option

...

...

...

送信

1*製品を BeoRemote One からのコマンドに
反応させたい場合は  [赤外線有効]を、製品を
BeoRemote One からのコマンドに反応させ
たくない場合は[赤外線無効]を選択してくだ
さい。
2*LIST を押した時に、BeoRemote One のディ
スプレイに BeoSound など、製品 Option を表
示するためには、その製品を BeoRemote One 
のLISTに追加する必要があります。13 ページ
をご覧ください。
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>> 製品を追加する 

BeoRemote One を使用して製品を切り替える

通常は、リモコンで TV または MUSIC を押して
関連のあるソースを探し、TV などのソースを
有効にできます。ただし、複数の製品がある場
合は、製品を選択しないとそのソースを操作
できません。LIST から製品を切り替えられます。

製品を切り替えるには...
押して[BeoVision]など使用中
の製品を BeoRemote One の
LIST に呼び出します。 

例えば、Network Link テレビに
は[BeoVision(2)]、「Beo4」音楽
システムには[Beo4 Audio]な
ど、希望の製品を選択します*1。

押して[YOUTUBE]などのソース
を選択します。 

1*BeoVision(2)などの製品を BeoRemote One 
のディスプレイに呼び出すには、まずその製
品を BeoRemote One のLIST に追加してくだ
さい。13 ページをご覧ください。

LIST

...

...

TV

...

LIST

BeoVision(2)

BeoVision

TV

LIST

BeoVision

BeoVision(2)

TV

LIST

Beo4 AUDIO

BeoVision

TV

LIST

BeoVision

Beo4 AUDIO

MUSIC

Network Link 付きのテレビと Master Link 付
きの音楽システムを切り替える場合のリモコン
操作例 

Network Link 付きのテレビをもう1台のテレ
ビに切り替える場合のリモコン操作例 
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「Beo4」製品に BeoRemote One を使用する

BeoRemote One で通常はBeo4で
操作している Master Link テレビま
たは音楽システムを操作できます。
操作する製品が BeoRemote One の
LIST に表示されていて選択できる
必要があります。「Beo4」製品を選択
すると、BeoRemote One の LIST に
は Beo4 の LIST に表示されるのと同
じ機能が表示されます。ただし、LIST 
からソースを選択することはできま
せん。通常 Beo4 を使用している方
のための BeoRemote One 使用方
法は、19 ページをご覧ください。 

「Beo4」製品を BeoRemote One で操作する
には、その製品に正しいオプションを設定す
る必要があります。17 ページをご覧ください。 

「Beo4」製品を操作するために BeoRemote 
Oneを使用する場合は、3 つの MyButtons が
Beo4 の DTV、DVD、CD ボタンに相当するボタ
ンになります。変更はいつでも可能で、3 つの
MyButtons を別のソースを直接有効にする
ためのボタンに設定することもできます。18
ページをご覧ください。ただし、「Beo4」製品
を操作するために BeoRemote One をお使い
の場合は、MyButtons を使って現在視聴して
いるコンテンツや再生履歴のスナップショッ
トを保存することはできません。 

また、BeoRemote One を使用して「Beo4」製
品を操作している場合は、TV や MUSIC ボタ
ンを押して特定のソースを有効にできます。 
18 ページをご覧ください。 

「Beo4」製品から別の種類の製品に切り替え
る方法については、15 ページをご覧ください。 

ステップ1－LISTに「Beo4」製品を追加または削除する

BeoRemote One で「Beo4」製品を操作するに
は、まず製品を BeoRemote One の LIST に追
加する必要があります。 

それから、製品に正しいオプションを設定して
ください。17 ページをご覧ください。

LISTボタンで呼び出した時に表示される製品
の名前や順番を変更できます。TV、MUSIC、 
LIST ボタンのソースや機能の名前を変更した
り移動させる場合と方法は同じです。10 ペー
ジと 11 ページをご覧ください。 

LISTボタンから見つけた「Beo4」製品を追加
または削除するには...
押して[設定]を BeoRemote One 
のディスプレイに呼び出します。

押して[特殊設定]を呼び出し 
ます。

押して[製品]を選択します。 

押して[表示]を呼び出します。 

押して表示 /非表示にする
「Beo4」製品を選択します。オ
プション：Beo4 AUDIO、Beo4 
VIDEO、Beo4 AV、Beo4 LINK

押すと表示   または非表示（選
択なし）が切り替わります。

次の製品の表示/非表示の設定
を続けます。または... 

...押すと前のメニューに戻りま
す。押し続けるとメニューを終
了します。

4 つの「Beo4」製品（Beo4 VIDEO、Beo4 AV、 
Beo4 AUDIO、Beo4 LINK）から1つ選択します：
– Beo4 VIDEO はオプション1または5の「Beo4」
テレビに使用します。 
– Beo4 AVはオプション2または6の「Beo4」テ
レビに使用します。
– Beo4 AUDIO はオプション1、2、5、または 6 の
「Beo4」テレビに使用します。 
– Beo4 LINK は 2 つのテレビまたは音楽シス
テムが同じ部屋に設置されている場合に、
「Beo4」製品に使用します。

 
注意！Beo4  で操作するよう設計された 
Network  Link 製品は、「Beo4」製品として 
設定してください。 

LIST

設定

特殊設定

製品

表示

...

...

BACK

 Beo4

Beo4 VIDEO

 Beo4 AUDIO
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>> 「Beo4」製品にBeoRemote Oneを使用する

「Beo4」製品に BeoRemote One を使用する
場合、お使いの Beo4 リモコンで利用可能なオ
プション設定に合わせて製品 Option メニュ
ーが適用されます。 

BeoRemote One を使用して「Beo4」のオプシ
ョン設定をするには...
リモコンをオプション設定をしたい製品の赤
外線受信器に向けます。リモコンと赤外線受
信器の距離は 0.5 メートル以内になるようにし
てください。

押して[BeoVision]など使用中
の製品を BeoRemote One の
LIST に呼び出します。 

[Beo4 LINK]などオプション設定
をしたい製品1を選択します。

押して[設定]を呼び出します。 

押して[特殊設定]を呼び出し 
ます。 

押して[製品 Option]を呼び出し
ます。 

適切なオプションを選択します： 
V.OPT.、 A.OPT.、 L.OPT.

適切な番号を入力します（0、1、 
2、4、5または 6）。

ステップ2 –「Beo4」製品に正しいオプションを設定する 

LIST

...

...

LIST

設定

特殊設定

製品 
Option

...

0 – 6

A.OPT.

V.OPT.

L.OPT.

3 つの「Beo4」オプション（V.OPT.、A.OPT.また
は L.OPT.）から一つ選択します。どのオプショ
ンを使用すればよいのかは、テレビまたは音
楽システムのガイドをご覧ください。
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>> 「Beo4」製品に BeoRemote One を使用する

「Beo4」製品を操作するために BeoRemote 
One を使用する場合は、3 つの MyButtons が
Beo4 の DTV、DVD、CD ボタンに相当するボタ
ンになります。変更はいつでも可能で、3 つの
MyButtons の1つを押すたびに有効したいソ
ースを選択することができます。 

TV または MUSIC ボタンをあるソース専用に
設定することもでき、各ボタンを使用してTVや
MUSIC ソースを直接有効にできます。 

「Beo4」製品を操作するために BeoRemote 
Oneをお使いの場合は、MyButtons を使って
現在視聴しているコンテンツや再生履歴のス
ナップショットを保存することはできません。

特定のソースを有効にできるよう、MyButtons 
と、TV または MUSIC ボタンに特定のソースを
設定する 
押して[設定]を BeoRemote One 
のディスプレイに呼び出します。

押して[特殊設定]を呼び出し 
ます。 

押して[ボタン]を呼び出します。 

3 つの MyButtons、TV または
MUSIC ボタンから選択します。

押すとソースのリスト内を移動
できます*1。

押して選択したボタンで有効に
したいソースを保存します。

MyButtonsと、TVまたはMUSICボタンに特定のソースを設定する 

LIST

設定

特殊設定

ボタン

...

...

ソースを直接有効にできるよう、MyButtons
と、TVおよび MUSIC ボタンを設定します。

1*TV または MUSIC ボタンを選択している時
に、特定のソースを有効にするためにTVまた
は MUSIC ボタンを使用したくない場合は、[な
し]を選択できます。
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Beo4 と BeoRemote One の移行 

Beo4 で製品を操作することに慣れている方は、「Beo4」製品を操作するには BeoRemote One のどのボタンを使
用すればいいのか理解するために下記の説明をご覧ください。BeoRemote One ボタンは青でマークされています。 
Beo4 でも BeoRemote One でもまったく同じ機能を持つボタンはライトグレーです。

TV LIGHT RADIO 

DTV DVD CD 

V.MEM TEXT A.MEM

7 8 9 

4 5 6 

LIST 0 MENU 

1 2 3 

STOP PLAY

BACK

TV:… BeoRemote One の TV を使用します。こ
のボタンでTVソースのリストも表示されます。 

 
V.MEM：… TV を押してTVソースを呼び出し、 
BeoRemote One のディスプレイで V.MEM  

を探します。 
 

A.MEM：MUSIC を押して TV ソースを呼び出し、 
BeoRemote One のディスプレイで A.MEM  

を探します。

照明:… LIST を押して BeoRemote One LIST の
中から照明を探します。 
ラジオ:… BeoRemote One の MUSIC ボタンを
使用します。このボタンで音楽ソースのリスト
も表示されます。 
 

DTV、DVD、 および CD：...BeoRemote One の
MyButtons*1を使用します。  
DTV：  、DVD： および CD： 

1*変更はいつでも可能で3つの MyButtons を
別のソースを直接有効にするためのボタン
に設定できます。18 ページをご覧ください。 

LIST：... BeoRemote One の LIST を押します。  
LIST には Beo4 と同じ機能が含まれています。 
TV および MUSIC ボタンを使って、LISTからソ

ースを選択することはできません。

ナビゲーションボタン：... BeoRemote One の
矢印ボタン 、 、 、 を使用します。 
 
前方または後方へサーチする：... BeoRemote 
One の  と  を使用します。 
 

 と :... BeoRemote One の P + /P -を使用し
ます。

STOP：...BeoRemote One の  （Pause)  
を押します。

PLAY:... BeoRemote One の （Play）を使用し
ます。

注意！BeoRemote One で「Beo4」製品を操作
しているときは、INFO および GUIDE ボタンに
は何の機能もありません。

TV

ホームメディア
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BeoRemote One のディスプレイで使われる
言語はいつでも変更できます。メニュー言語
が選択されると、メニューおよび表示されるメッ
セージは、すべてその言語で表示されます。

ただし、ソースまたは機能の名前の変更には、
アルファベットしか使用できません。 

ディスプレイ表示に使う言語を誤って選択し
た場合は、LIST を押して言語メニューに入り、
上矢印ボタン  を使って 1 つ前のステップに
戻り、センターボタンを押します。この手順を
２回繰り返します。 

BeoRemote One の言語を設定する 特殊設定メニューから BeoRemote 
One のさらに特殊な設定にアクセス
できます。例えば、ディスプレイの言
語を変更したり、BeoRemote One を
工場出荷時の設定にリセットしたり
できます。BeoRemote One で 1 つ以
上の「Beo4」製品を操作している場
合は、赤外線強度も設定できます。 

照明、カーテン、ブラインドの操作に BeoRemote 
One を使用している場合は、照明およびコント
ロールメニューで設定できます。サポートされ
ているホームオートメーションシステムが必
要です。詳しくは Bang & Olufsen 販売店まで
お問合せください。 

BeoRemote One の特殊設定

BeoRemote Oneを工場出荷時の設定にリセッ
トできます。 

BeoRemote One をリセットするには... 
押して[設定]を BeoRemote One  
のディスプレイに呼び出します。

押して[特殊設定]を呼び出し 
ます。 

押して[工場設定にリセット]を
呼び出します。 

リセットしてもよいか確認され
ます。押すとリセットが確認され
ます。または... 

… 押し続けるとリセットせずに
メニューが終了されます。

BeoRemote One をリセットする 

BeoRemote One の言語を設定するには... 
押して[設定]を BeoRemote 
One のディスプレイに呼び出し
ます。

押して[特殊設定]を呼び出し 
ます。 

押して[言語]を呼び出します。 

押して言語を切り替えます。 

押して使用したい言語を選択し
ます。

LIST

設定

特殊設定

言語

...

LIST

設定

特殊設定

工場設定 
リセット

BACK

リセットを確認するにはセンターボタンを押し、 
キャンセルするには[BACK]を押します。

注意！リセットすると BeoRemote One の設定
は全て消去されます。

全設定が消えます。 
よろしいですか？
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>>BeoRemote One の特殊設定

BeoRemote One の赤外線強度を設定できま
す。例えば、BeoRemote One を複数の「Beo4」
製品に対して使用していて、それらの製品が
同じ部屋の中で近い場所に設置されている
場合に、リモコンの赤外線強度を下げること
ができます。 

BeoRemote One の赤外線強度
を設定するには... 
押して [設定]を BeoRemote One
のディスプレイに呼び出します。

押して[特殊設定]を呼び出し 
ます。 

押して[赤外線強度]を呼び出し
ます。 

押して赤外線強度の設定を変
更します。 

押すと設定が保存されます。

BeoRemote One の赤外線強度を設定する 

LIST

設定

特殊設定

赤外線強度 

...
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Network Link 付きのテレビと Master Link 付きの音楽システムが同じ部屋または別々の部屋にある場合

BeoVision からTVソースを視聴
する例*4...
押して[BeoVision]など使用中
の製品を BeoRemote One の
LIST に呼び出します。 

[Beo4 AUDIO]など希望の製品
を選択します*2。 

[TV]を押し、[YOUTUBE]など
BeoVision から「借用」したいソ
ースを選択します*3。 

BeoRemote One を使用して BeoVision でソ
ースを表示/非表示にするには...
> 工場出荷時はテレビは BeoVision に設定

されており、BeoRemote One の LIST では
BeoVision が選択されています。 

> BeoRemote One の LIST からテレビのソー
ス*1を表示  または非表示にする方法は、 
9ページをご覧ください。 

> BeoRemote Oneの LIST から  CD など 
リンクされたソースを表示 または非表示
にする方法は、9 ページをご覧ください。

Beo4 AUDIO でソースを表示/非表示にする
には...
> BeoRemote One の LIST で [Beo AUDIO]*2  

を選択します。 
> BeoRemote One の LIST から音楽システム

のソースを表示  または非表示にする方法
は、9 ページをご覧ください。 

> BeoRemote One の LIST から YOUTUBE*3  

など BeoVision から「借用」できるソースを
表示  するか、必要のないソースを非表示
にする方法は、9 ページをご覧ください。

BeoLink セットアップ 

BeoRemote One で１つ以上の製品を操作していて、その製品が同じネットワークに接続している場合、ネットワー
ク内の他の製品のソースからサウンドにアクセスできます。製品の設置場所は同じ部屋でも別々の部屋でも構い
ません。製品の接続および設定方法についての詳細は、テレビまたは音楽システムのガイドをご覧ください。 

BLC

LIST

BeoVision

BEO4 
AUDIO

TV

YOUTUBE

このセットアップでは、Network Link テレビは
デフォルトで BeoVision になり、Master Link の
音楽システムは Beo4 AUDIO として設定する
必要があります。製品の設定方法について
は、13 ページ と 16 ページをご覧ください。

各製品ごとに TV および MUSIC ソースのリスト
があります（BeoVision および Beo4AUDIO）。

1*利用できるTVソースはお使いのテレビのソ
ース LIST メニューに表示されます。
2*この例では、B E O   A U D I O  はすでに 
BeoRemote One の LIST に追加されていて、
音楽システムは Beo4 AUDIO に設定されてい
ます。
3* Y O U T U B E  など関連したソースが
BeoRemote One の LIST で利用できない場合
は、販売店までお問い合わせください。
4*Network Link では、ネットワーク内のその他
の製品のソースからサウンドにアクセスでき
ます。テレビを Master Link 製品に接続し
て、Network Link のメリットを活用するに
は、BeoLink Converter NL/ML(BLC) も使用す
る必要があります。

TV

YOUTUBE

HDMI 1

A.MEM

ラジオ

CD

TV

YOUTUBE

V.MEM

A.MEM

ラジオ

CD

Beo4 AUDIO からリンクしたソ
ース  にアクセスする 

BeoVision からソー 
スにアクセスする

デフォルトの製品：
BeoVision

製品Option：
Beo4 AUDIO
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別々の部屋に Network Link 付きのテレビが 2 台ある場合 

BeoRemote One を使用して両方のテレビの
ソースを表示/非表示にするには...
> 工場出荷時は両方のテレビが BeoVision  

に設定されており、BeoRemote One の
LIST ではBeoVisionが選択されています。

> BeoRemote One の LIST から両方のテレビ
のソース*1を表示  または非表示にする方
法は、9 ページをご覧ください。 

> BeoRemote One の LIST から両方のテレビ
の  HDMI1など  リンクされたソースを
表示 または非表示にする方法は、9 ペー
ジをご覧ください。

 

BeoVision からリンクされたTVソースを視聴
する例*2...
[TV]を押して、 [HDMI 1]など

リンクされたソースを選択し
ます。

1*利用できるTVソースは、お使いのテレビの
ソースLISTメニューに表示されます。
2*Network Link では、ネットワーク内のその
他の製品のソースからサウンドにアクセスで
きます。 

注意！Beo4  で操作するよう設計された 
Network Link 製品は、「Beo4」製品として設定
してください。詳細は、16～18 ページをご覧く
ださい。

>>BeoLink セットアップ

BeoVision BeoVision

TV

HDMI 1

リンクされたソース 
 にアクセスする 

リンクされたソース 
 にアクセスする 

このセットアップでは、デフォルトでは両方 
の Network Link テレビが BeoVision です。

両方のテレビに関して TV および MUSIC ソー
スの同じリストがあります。例ではTVソースの
みが表示されています。 

デフォルトの製品：

TV

YOUTUBE

 HDMI 1

デフォルトの製品：

TV

YOUTUBE

 HDMI 1
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同じ部屋の中に Network Link 付きテレビが 2 台ある（BeoRemote One は1つ）場合

>>BeoLink セットアップ

BeoRemote One を使用して両方のテレビの
ソースを表示/非表示にするには...
> BeoRemote One の LIST で[BeoVision]ま

たは[BeoVision(2)]*1を選択します。
> BeoRemote One の LIST から両方のテレビ

のソース*2を表示  または非表示にする方
法は、9 ページをご覧ください。 

> BeoRemote One の LIST から両方のテレビ
の  HDMI1 など  リンクされたソースを
表示  または非表示 にする方法は、9 ペー
ジをご覧ください。

BeoVision からリンクされた TV ソースを視聴
する例*3...
押して[BeoVision]など使用中
の製品を BeoRemote One の
LIST に呼び出します。 

[BeoVision(2)]など希望の製品
を選択します。*1 

[TV]を押して、 [HDMI1]など
 リンクされたソースを選択

します。

BeoVision BeoVision(2)

LIST

BeoVision

BeoVision(2)

TV

HDMI 1

このセットアップでは、1 台の Network Link テ
レビはデフォルトでBeoVisionになり、もう１
台が BeoVision(2) としてセットアップされてい
ます。製品のセットアップ方法について
は、13 ページをご覧ください。

BeoVision と BeoVision(2)の両方の製品に関
して、TVおよび MUSIC ソースの同じリストがあ
ります。

1*この例では、B e o V i s i o n ( 2 )はすでに 
BeoRemote One の LIST に追加されていて、
ＴＶは BeoVision(2)に設定されています。 
2*利用できるTVソースは、お使いのテレビの
ソース LIST メニューに表示されます。
3*Network  Linkでは、ネットワーク内のその他
の製品のソースからサウンドにアクセスでき
ます。 

注意！Beo4  で操作するよう設計された
Network Link 製品は、「Beo4」製品として設定
してください。詳細は、16～18 ページをご覧く
ださい。

TV

YOUTUBE

HDMI 1

ネットラジオ

SPOTIFY

ラジオ

BeoVision(2)から リンクし
たソースにアクセスする 

BeoVision から リンクし
たソースにアクセスする

デフォルトの製品： 製品Option： 


	目次－ クリックすると該当セクションにジャンプします
	BeoRemote One の紹介とガイド
	BeoRemote Oneを使用する
	BeoRemote One リモコンの詳細
	MyButtons を使用してお気に入りのコンテンツにアクセスする
	ディスプレイを設定する
	リモコンをカスタマイズする
	メンテナンス
	製品を追加する
	「Beo4」製品に BeoRemote One を使用する
	Beo4 と BeoRemote One の移行
	BeoRemote One の特殊設定
	BeoLink セットアップ



