■動作環境
■ WinTV PVR for PCI
CPU
： Pentium Ⅱ 350 以上の CPU を搭載した DOS/V 互換機及び NEC PC98NX シリーズ
※ Pentium Ⅲ 500MHz 以上を推奨

OS
ﾒｲﾝﾒﾓﾘ
HDD
CD-ROMﾄﾞﾗｲﾌﾞ
対応ﾁｯﾌﾟｾｯﾄ

： Windows 98 Second Edition (以下 ： SE) /Me/2000
： 64MB 以上 128MB 推奨
： 80MB 以上 （アプリケーションインストールのみ）
： アプリケーション / デバイスドライバ導入用
： Intel 製チップセット搭載マザーボード

PCI スロット
IRQ

： PCI-Bus version
： 空き IRQ 一つ

Sound

： Windows98SE 以降で正常に動作するサウンドシステム

※ SIS

Apollo

ViA 等の互換チップ搭載マザーボードは動作保証外

2.1 以上の空きスロット 1 つ

※他のデバイスと PCI ステアリングで共有された場合動作保証外

Card

※上記全てのサウンドシステムで動作を保証する物では有りません。

ビデオカード ： 800 ｘ 600 ドット

65000 色

DirectX7a

DirectDraw 対応のビデオカード

※上記全てのビデオカードで動作を保証する物では有りません。

！！ご注意！！
パソコン本体のマザーボードに Intel 社製以外の Intel 互換チップセット （Ali 製、 SiS 製等） を使用している場合は一部正常に動作
しない場合が有ります。 全ての設定が終了しても本製品及びパソコンが正常に動作しない場合、 お使いのパソコンに使われてい
るマザーボードのチップセットが Intel 社製のものか確認して下さい。

■ WinTV PVR for USB
CPU
： Pentium Ⅱ 350 以上の CPU を搭載した DOS/V 互換機及び NEC PC98NX シリーズ
※ Pentium Ⅲ 500MHz 以上を推奨

OS
ﾒｲﾝﾒﾓﾘ
HDD
CD-ROMﾄﾞﾗｲﾌﾞ
USB ポート

： Windows 98SE/Me/2000
： 64MB 以上 128MB 推奨
： 80MB 以上 （アプリケーション ・ インストールのみ）
： アプリケーション / デバイスドライバ導入用
： Version1.1 以降の USB ポート A タイプの空きポート 1 つ

Sound

： Windows98SE 以降で正常に動作するサウンドシステム

※ USB ハブを使用しての接続は動作保証外

Card

※上記全てのサウンドシステムで動作を保証する物では有りません。

ビデオカード ： 4MB 以上の VRAM を搭載した 800 ｘ 600 ドット
DirectDraw 対応のビデオカード

65000 色

DirectX7a

※上記全てのビデオカードで動作を保証する物では有りません。
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■はじめに
この度は WinTV PVR for PCI/USB (ウィンティーブイ ピーブイアール フォー ピーシーアイ / ユー
ヱスビー ： 以下 WinTV PVR） をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。 製品をご
使用になる前に本書をよくお読み頂き正しくお使い下さい。
本製品は精密機器です、 高温多湿を避け強い衝撃を与えないで下さい。 またセットアップ等作
業の際は、 必ずパソコン本体から電源ケーブルを外し、 突起部などで怪我をしないよう十分注
意して下さい。

■特徴
WinTV PVR for PCI/USB は CATV62ch ・ UHF ・ VHF ステレオ音声多重対応テレビチューナーを
搭載したハードウェア MPEG2 ビデオキャプチャーユニットです。 テレビやビデオなどの映像を
簡単な操作で高品質の MPEG2 形式ファイルにする事ができます。
また、 タイムシフトや録画中の再生など、 パソコンならではのテレビの楽しみ方をご提供致し
ます。
さらに表示している画像を静止画ファイルとして保存する事もできます。 保存した画像データ
は印刷やメールに添付するなど、 さまざまな用途にご使用いただけます。

■パッケージ内容物の確認
お買い上げ頂いた製品パッケージ内に、 下記のものが含まれているか確認して下さい。 製品に
は万全を期しておりますが、 万一欠品等お気づきの点がありましたら、 お手数ですがお買い上
げ頂いた販売店もしくは弊社サポートセンターまでご連絡下さい。
・ WinTV PVR 本体
・ WinTV PVR PCI/USB 共通ユーザーガイド / 保証書 （本冊子）
・ WinTV PVR アプリケーション / デバイスドライバ CD-ROM × 1
・ 音声接続用ステレオ ・ ミニピンジャック ・ ケーブル （PCI 版のみ）
・ ユーザー登録はがき
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■ご注意
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

本製品及び本書はエスケイネット株式会社の著作物です。 本製品及び本書の一部また
は全部を無断で複製、 複写、 転載、 改変する事は法律で禁じられています。
本製品及び本書の内容は、 改善の為予告無く変更する場合が有ります。
本製品及び本書の内容に付いて、 不備やお気付きの点がございましたら、 弊社サポー
トセンターまでご連絡ください。
本製品を運用した結果の他への影響に関して、 弊社では一切の責任を負いかねますので
御了承の上ご使用ください。
本製品は 「外国為替及び外国貿易法」 に基づき日本国政府の輸出許可申請などの手続
きが必要になる場合が有ります。
本製品は、 医療機器、 原子力設備や機器、 航空宇宙機器、 輸送設備や機器など人命
に関する設備や機器、 及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用、 また
はこれらに組み込まれて使用されるように意図されていません。 これら、 設備や機
器、 制御システムなどに本製品を使用され、 本製品の故障等により、 人身事故、 火
災事故、 社会的な損害などが生じても、 弊社ではいかなる責任も負いかねます。 設備
や機器、 制御システムなどにおいて、 冗長設計、 火災炎症対策設計、 誤作動防止設
計など、 安全設計に万全を期されるようご注意願います。
本製品は日本国内仕様です、 本製品を日本国外で使用された場合、 弊社は一切の責任
を追いかね負いかねます。 また、 弊社は本製品に関して日本国外への技術サポート、
及びアフターサービス等を行っておりませんので予めご了承ください。
お客様は本製品、 またはその使用権を第三者に対する再使用許諾、 譲渡、 移転または
その他の処分を行う事は出来ません。
テレビやビデオの映像は著作権法により保護されています。 これらの映像は個人で楽し
む以外に利用しないで下さい。
弊社は、 お客様が上記に記載されている諸条件のいずれかに違反された場合、 いつで
も本製品のご使用を終了させる事ができるものとします。
本製品のハードウェア、 ソフトウェアを解析及び変更する事を禁じます。

■ Microsoft、 Windows は米国 Micorsoft Corporation の登録商標です。
■ i-EPG 及び i-EPG ロゴはソニー株式会社の商標です。
■本書に記載されている会社名、 製品名は一般に各社の商標または登録商標です。
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