
「知って得する」ガイド
サッと読んでスッと分かる

くらしをもっと便利にスマートに！

賢 く 使 い こ な そ う、最 新 家 電

と読んでサッ と分かるスッ
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深夜のサッカー生中継、
誰かと一緒になって

盛り上がれたらいいのに…。
詳しくは、P.10へ 詳しくは、P.12へ

スーパーのチラシ、
まとめてチェックすること
できないかしら…。

2

家族のワガママは、  　　　　
見たい！ 知りたい

！
遊びたい！

ZT5 / VT5 / GT5 / WT5 / DT5 / ET5 / E5 / 
X50 / RB3 シリーズ

対応するビエラの機種

ビエラ・コネクト
とは？

ビエラとインターネットをつないで、さまざまなエンターテインメントや
お役立ち情報をご利用いただけるクラウド型サービス。リモコンひとつで、
映画やドラマ、音楽、ゲーム、ショッピングなどをお楽しみいただけます。

や

♪

データをテレビ
本体に保存する

ことなく、

いつでも使いた
いときにインタ

ーネットを

通じてサービス
を利用できるし

くみです。

ビエラ・コネクト
ではいろいろな

アプリを、

容量を気にせず
に楽しむことが

できます。

●「ビエラ・コネクト」のご利用には、インターネットの接続が必要です。また、ネットワークダウンロードによる更新が必要です。
FTTH（光）、ADSL、CATVなどのブロードバンド回線の実効速度3Mbps以上を推奨。HD映像は10Mbps以上を推奨（ア
クトビラ ビデオ・フルは12Mbps以上を推奨）。プロバイダーや回線事業者との契約・使用料は別途必要です。  ●回線事業
者やプロバイダーが採用している接続方式・契約約款により、ご利用いただけない場合があります。　●ご利用のルーター、

モデム、ハブなどの設定には、パソコンが必要となる場合があります。ルーターの接続、設定方法についてご不明な場合は、
ルーターをお買い上げの販売店へご相談ください。　●「ビエラ・コネクト」のアプリは、SDメモリーカードおよびUSBハード
ディスク、内蔵ハードディスクへ録画できません。 　●このチラシに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の
登録商標または商標です。　●画面はハメコミ合成のイメージです。　●写真、イラストの内容はイメージです。

＊RB3シリーズは「もっとTV」には対応していません。
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詳しくは、P.13へ

ゲームアプリ、
大画面なら家族で
楽しめるのにな。

話題の連ドラ、
初回だけ見逃しちゃった。
何とかして見る方法

ないかな。
詳しくは、P.4へ

テレビでこんなことできないかな…あなたにも当てはまるかも？今すぐ中面をチェック！テレビでこんなことできないかな…あなたにも当てはまるかも？今すぐ中面をチェック！
3

　　　   にすべておまかせ！

ショッピングも
お役立ち情報も
おまかせ

楽しいアプリ、
役に立つアプリが
続々登場！

リモコン操作も
とってもカンタン
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映画、ドラマ、音楽…。お好きな  見 る

●「ビエラ・コネクト」のご利用には、インターネットの接続が必要です。また、ネットワークダウンロードに
よる更新が必要です。FTTH（光）、ADSL、CATVなどのブロードバンド回線の実効速度3Mbps
以上を推奨。HD映像は10Mbps以上を推奨（アクトビラ ビデオ・フルは12Mbps以上を推奨）。

プロバイダーや回線事業者との契約・使用料は別途必要です。　●回線事業者やプロバイダー
が採用している接続方式・契約約款により、ご利用いただけない場合があります。　●ご利用の
ルーター、モデム、ハブなどの設定には、パソコンが必要となる場合があります。ルーターの接続、

があれば
見逃したドラマやもう一度見たい
あのバラエティ番組だって見ることが

できるんだよ！

あれ？これって
昨日のドラマじゃない？

クラスで盛り上
がってる、

話題のドラマ。

見逃したから
話題に

ついていけない
…（涙）

昨日のドラマ、
おもしろかった
ねぇ～！！

はぁ～…
がっかり… 元気出して！

ただいま～

わぁ～！！
   スゴイ！！！

懐かしい番組も
いっぱいある！

どれを見ようかな？

ボクは
アニメ！

料金もおトクね！

パパは映画かな！

初回から見てないから、
みんなの話題に
ついていけないよ…

1 2

3 4

5 6



5対応機種について詳しくは、http://panasonic.jp/viera/

 コンテンツを楽しめる！
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MLB.TV

「もっとTV」とは？

視聴
画面へ

番組一覧画面 番組詳細/購入画面

開通画面で6桁のパスワードを
指定して登録完了

決済方法はクレジットカード

1

4

2 3「もっとTV」ボタンを押す VODコンテンツを
選ぶ

支払いはクレジット決済でらくらく

購入ボタンを押す

「ネット」ボタンを押してTV局を選ぶ
または

アプリ一覧は、P.14-15へ

設定方法についてご不明な場合は、ルーターをお買い上げの販売店へご相談ください。　●「ビエ
ラ・コネクト」のアプリは、SDメモリーカードおよびUSBハードディスク、内蔵ハードディスクへ録画でき
ません。  ●このチラシに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または

商標です。　●画面はハメコミ合成のイメージです。　●写真、イラストの内容はイメージです。

見逃したドラマや
過去の番組を
見たいなぁ…

そんなときに
おすすめ！！

各局のラインアップについて詳しくはP.6-7へ

簡単な操作で
視聴や決済がスムーズに

できるわ!

画面は メ ミ合成のイメ ジです 写真 イラストの内容はイメ ジです

検索機能もいろいろ
「ジャンル検索機能」「注目のワード検索」
「ワード検索機能」のand検索が可能です。

注目のワード検索

ワード検索機能 ランキング機能

ジャンル検索機能 新着情報

検索画面

「もっとTV」について詳しくは、http://www.mottotv.jp/

有料 無料

※すべての番組が対応しているわけではありません。

●現在NHKが参加に
   向けて検討中です

「もっとTV」は、いつでも民放キー局
5社の見逃した番組※などが楽しめる
ビデオ・オン・デマンドサービスです。

リモコン操作で簡単!リモコン操作で簡単!

ZT5 / VT5 / GT5 / WT5 / DT5 / 
ET5 / E5 / X50 シリーズ

＜対応機種＞
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各局から5,000本以上のVODコンテンツを  

日テレオンデマンドー日本テレビ放送網ー

テレ朝動画ーテレビ朝日ー

TBSオンデマンドーTBSテレビー

｢ハンチョウ5～警視庁安積班～｣
（2012年4月～/月曜よる8時放送）
＜1話315円＞＜シリーズ1,575円＞

「パパドル！」
（2012年4月～/木曜よる9時放送）
＜1話315円＞＜シリーズ1,575円＞

「放課後はミステリーとともに」
（2012年4月～/月曜深夜0：20放送）
＜1話210円＞ ＜シリーズ1,050円＞

「SPEC～翔～/警視庁公安部
  公安第五課未詳事件特別対策係事件簿」
＜1話420円＞

「JIN ー仁ー」
＜1話315円＞＜シリーズ1,575円＞ 

「けいおん!!」
＜1話210円＞＜シリーズ4,200円＞

「韓国ドラマ『メリは外泊中』
  ノーカット字幕版（チャン・グンソク）」
＜1話315円＞＜シリーズ5,040円＞

「映画『雷桜』」
＜1話525円＞

「Wの悲劇」
（2012年4月～/木曜よる9時放送）
＜1話315円＞＜シリーズ2,100円＞

「都市伝説の女」
（2012年4月～/金曜よる11：15放送）
＜1話315円＞＜シリーズ2,100円＞

「特命係長 只野仁 ファイナル」
（2012年1月6-7日よる11：15放送）
＜1話315円＞     

「DOCTORS 最強の名医」
（2011年10-12月/木曜よる9時放送）
＜1話315円＞＜シリーズ2,100円＞

「聖なる怪物たち」
（2012年1-3月/木曜よる9時放送）
＜1話315円＞＜シリーズ2,100円＞

「11人もいる！」
（2011年10-12月/金曜よる11：15放送）
＜1話315円＞＜シリーズ2,100円＞     

「ネット版 仮面ライダー×スーパー戦隊」
＜1話368円＞

「新日本プロレスリング」
＜1話315円＞

「テレ朝動画」について詳しくは、
http://www.tv-asahi.co.jp/douga/

「TBSオンデマンド」について詳しくは、
http://tod.tbs.co.jp/

「ちはやふる」
（2011年10月～12年3月/火曜深夜0：59放送）
＜1話210円＞＜シリーズ3,528円＞

「理想の息子」
（2012年1-3月/土曜よる9時放送）
＜1話315円＞＜シリーズ1,890円＞ 

「三毛猫ホームズの推理」
（2012年4月～/土曜よる9時放送）
＜1話315円＞＜シリーズ2,079円＞

「クレオパトラな女たち」
（2012年4月～/水曜よる10時放送）
＜1話315円＞＜シリーズ1,890円＞

「名探偵コナン」
（土曜よる6時放送）
＜1話105円＞＜シリーズ3,160円＞

「HUNTER×HUNTER」
（日曜あさ10：55放送）
＜1話210円＞

「ホタルノヒカリ」
（2007年7-9月/水曜よる10時放送）
＜1話315円＞＜シリーズ1,890円＞

「家政婦のミタ」
（2011年10-12月/水曜よる10時放送）
＜1話315円＞＜シリーズ2,079円＞

「日テレオンデマンド」について詳しくは、
http://vod.ntv.co.jp/top/

©2010「雷桜」製作委員会
©KBS&KBSi
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＊対応OS アンドロイド2.3以上

＊下記の番組は2012年5月現在の一例です。

ラインアップ！！

※画面は現在開発中のものです。今後の開発・調整により変更となる場合があります。

さらに、お手持ちのスマートフォンや
タブレット端末でも「もっとTV」を楽しめる！

スマートフォン・

タブレット版も
リリース予定！！
2012年初夏予

定

テレビ東京オンデマンドーテレビ東京ー

フジテレビオンデマンドーフジテレビー

ドラマ24「クローバー」
（2012年4月～/金曜深夜0：12放送）
＜1話315円＞

「モテキ」
（2010年7-9月/金曜深夜0：12放送）
＜1話315円＞ ＜シリーズ2,646円＞

「勇者ヨシヒコと魔王の城」
（2011年7-9月/金曜深夜0：12放送）
＜1話315円＞＜シリーズ2,646円＞

「恋するメゾン。～Rainbow Rose～」
（2012年4月～/金曜深夜0：53放送）
＜1話315円＞

「ダンボール戦機W」
（水曜よる7：27放送）
＜1話210円＞

「イナズマイレブンGO」
＜1話210円＞

「プリティーリズム・オーロラドリーム」
＜1話210円＞

「侵略！イカ娘」
＜1話210円＞

「テレビ東京オンデマンド」について詳しくは、
http://www.tv-tokyo.co.jp/txod/

「鍵のかかった部屋」
（2012年4-6月/月曜よる9時放送）
＜1話315円＞＜全話1,575円＞

「リーガル・ハイ」
（2012年4-6月/火曜よる9時放送）
＜1話315円＞＜全話1,575円＞　　　　　　　　　

「カエルの王女さま」
（2012年4-6月/木曜よる10時放送）
＜1話315円＞＜全話1,575円＞

「未来日記-ANOTHER:WORLD-」
（2012年4-6月土ドラ/土曜よる11：10放送）
＜1話315円＞＜全話1,575円＞

「ラッキーセブン」
（2012年1-3月/月曜よる9時放送）
＜1話315円＞＜全話1,575円＞

「ストロベリーナイト」
（2012年1-3月/火曜よる9時放送）
＜1話315円＞＜全話1,575円＞

「最後から二番目の恋」
（2012年1-3月/木曜よる10時放送）
＜1話315円＞＜全話1,575円＞

「家族のうた」
（2012年4-6月/日曜よる9時放送）
＜1話315円＞＜全話1,575円＞

「フジテレビオンデマンド」について詳しくは、
http://fod.fujitv.co.jp

©平川哲弘（週刊少年チャンピオン）2007/
「クローバー」製作委員会2012

©「恋するメゾン。～Rainbow Rose～」
製作委員会

©「モテキ」久保ミツロウ/
講談社©「モテキ」製作委員会

©「勇者ヨシヒコと魔王の城」
製作委員会

©LEVEL-5/
プロジェクト｠ダンボール戦機・テレビ東京

©LEVEL-5/
FCイナズマイレブンGO・テレビ東京

©TOMY/syn｠Sophia/テレビ東京/
PRA製作委員会

©安部真弘（週刊少年チャンピオン）/
海の家れもん

写真提供フジテレビ ©フジテレビ/共同テレビ 写真提供フジテレビ 写真提供フジテレビ

©フジテレビ/共同テレビ 写真提供フジテレビ ©フジテレビ/共同テレビ 写真提供フジテレビ
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映画、ドラマ、音楽…。お好きな  見 る

スマホでHulu
視聴中

帰宅後リビングで・・・

通勤中でも
映画が見られて
便利だなぁ。

うーん、あの続きが
気になる……。

いいシーンだったのに！
もう駅に着いちゃったよ。

でH lu視聴中

帰宅中もス
マホで

大好きな映
画三昧。

帰ってきても
テレビで続き

を

すぐに見ら
れたら…。

1 2

3 4

　　　　    なら、
途中まで見た映画の続きを
ビエラで再生できるんだ！
さあ、迫力の映像を
大画面で楽しむゾ！

フールー

国内外の人気映画やテレビ番組が数千時間以上、月額980円でいつでもどこでも
見放題のオンライン動画サービスです。
Huluについて詳しくは、http://www.hulu.jp/panasonic

＊Huluのホームページにて、アカウント登録が必要です。
有料 月額 980円（税込）

無料キャンペーン実施中！

日本初上陸の
大ヒット
コメディドラマ

Ⓒ2007 NBC Universal Inc. 
All Rights Reserved.

The Office

ⒸTouchstone Television
LOST

Ⓒ2012 CBS Studios Inc.
NUMBERS

ⒸTouchstone Television
デスパレートな妻たち

Ⓒ2007 蜷川組「さくらん」
フィルム・コミッティ /
安野モヨコ / 講談社

さくらん

Ⓒ2006 BLACK DIAMONDS.
フラガール

Ⓒ2009「少年メリケンサック」
製作委員会

少年メリケンサック

Huluのオスス
メ

ドラマ＆映画

邦 画 洋 画

Ⓒ2003 Columbia Pictures Industries, Inc.  
All Rights Reserved.

S.W.A.T

Ⓒ1999 Global Entertainment 
Productions GmbH & Co.

スチュアート・リトル
Ⓒ2006 Columbia Pictures Industries, Inc.  
All Rights Reserved.

ダ・ヴィンチ・コード

話題の
コンテンツも
満載だわ！

このドラマ、
見たかったの～！

次は
どの映画を
見ようかな？

いつでもどこでも
見られるのが
嬉しいな！

Huluとは？
フ ー ル ー

●「ビエラ・コネクト」のご利用には、インターネットの接続が必要です。また、ネットワークダウンロードに
よる更新が必要です。FTTH（光）、ADSL、CATVなどのブロードバンド回線の実効速度3Mbps
以上を推奨。HD映像は10Mbps以上を推奨（アクトビラ ビデオ・フルは12Mbps以上を推奨）。

プロバイダーや回線事業者との契約・使用料は別途必要です。　●回線事業者やプロバイダー
が採用している接続方式・契約約款により、ご利用いただけない場合があります。　●ご利用の
ルーター、モデム、ハブなどの設定には、パソコンが必要となる場合があります。ルーターの接続、
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 コンテンツを楽しめる！
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アプリ一覧は、P.14-15へ
MLB.TV

憧れのアイドルのコンサート、
行きたかったのに…。
どうにかして
見る方法はないかなぁ。

しまった！うっかりして大河ドラマ、
見逃しちゃったわ。

　　　　　　　　　なら、
好きなときに見られるのね。しかも、
検索しやすくてサクサク動くから

とっても快適。

人気アーティストのライブや話題の
イベント、スマートフォンを使った生中継
など、Ustreamのライブ映像が視聴
できます。テレビ放送では見られない
映像も配信しています。

Ｕstreamについて詳しくは、
http://www.ustream.tv/

無料

芸能人によるネットライブ放送局。
番組名：AmebaStudio

アカウント名：AmebaStudio
http://www.ustream.tv/channel/amebastudio

若手芸人によるインフォメーション番組。
番組名：ルミネtheよしもと なう。

アカウント名：yoshimoto_kogyo
http://www.ustream.tv/channel/luminey

タワーレコードで行われるライブ・イベントを配信。
番組名：TowerRecordsJapan

アカウント名：TowerRecordsJapan
http://www.ustream.tv/channel/towerrecordsjapan

公式中継やイベントの模様を生中継。
番組名：福岡ソフトバンクホークス公式

アカウント名：Softbank-Hawks
http://www.ustream.tv/channel/softbank-hawks

なら
ライブ映像を手軽に楽しめる。
大画面で見ればS席に
負けない迫力ね！

ユーストリーム

ビエラやディーガ専用の新サービス。
映画、ドラマ、アニメなど、アクトビラの
6万本のコンテンツを、素早い
快適操作で楽しめます。

アクトビラ オンデマンド for Panasonicに
ついて詳しくは、http://actvila.jp/

無料有料

ⒸBBC Earth Productions (LIFE) 
Limited MMXL. All rights reserved.

Ⓒ尾田栄一郎／集英社・
フジテレビ・東映アニメーション

ⒸNHK

「ライフ/いのちをつなぐ物語」

映画売れ筋No.1 アニメ人気 No.1 人気月額見放題パック商
品

「ワンピース　海軍要塞編」

番

生中継の番組
いろいろ

＊「アクトビラ オンデマンド for Panasonic」は「ビエラ・コネクト マーケット」からインストールしてご利用ください。

ビエラ・
コネクト
だけ！

ビエラ・
コネクト
だけ！

アクトビラ オンデマンド for Panasonicとは？

Ustreamとは？
ユ ー ス ト リ ー ム

設定方法についてご不明な場合は、ルーターをお買い上げの販売店へご相談ください。　●「ビエ
ラ・コネクト」のアプリは、SDメモリーカードおよびUSBハードディスク、内蔵ハードディスクへ録画でき
ません。  ●このチラシに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または

商標です。　●画面はハメコミ合成のイメージです。　●写真、イラストの内容はイメージです。



ビデオ通話※1やSNSもテレビで。

アプリ一覧は、P.14-15へ

つながる

10

Facebookや
Twitterで
世界中の人と

盛り上がれるんだ！

そうだ!
                                 が

あれば！！

深夜、ひとりでサッ
カー観戦。

この瞬間の感動と
興奮を、

みんなと分かち合
えたら…

1 2

3

いい試合だったね～！

感動した！

やった
ー！

ゴール
！！

フェイスブック

ツイッター

無料 無料

友だちや家族、同僚、同級生と
つながりを深められる
世界最大級のSNSです。

ツイートを投稿したり、有名人の
ツイートを読んだりできる
コミュニケーション・サービスです。

Facebook

ソーシャル 
ネットワーキング TV

テレビを見ながらFacebookとTwitterをチェックすることができます。

「メニューを開く」から「設定画面」にて
アカウントを登録

「ビュー変更」から右画面表示と
下画面表示の切り換えが可能

「サービス変更」からFacebookとTwitter間の
切り換えが可能

使い方 1 2 3

テレビを見なが
ら

みんなとつなが
ろう！

※1:SkypeTMは、「電気通信事業法」に則ったいわゆる「電話」ではありません。従って、電気通信役務に伴
う「緊急電話」（110番や119番通報）には対応していません。　※2:SkypeTM同士の通話は無料です
が、それ以外の通話は有料オプションになります。 ●「ビエラ・コネクト」のご利用には、インターネットの接
続が必要です。また、ネットワークダウンロードによる更新が必要です。FTTH（光）、ADSL、CATVなどの

ブロードバンド回線の実効速度3Mbps以上を推奨。HD映像は10Mbps以上を推奨（アクトビラ ビデオ・
フルは12Mbps以上を推奨）。プロバイダーや回線事業者との契約・使用料は別途必要です。　●回線
事業者やプロバイダーが採用している接続方式・契約約款により、ご利用いただけない場合があります。
●ご利用のルーター、モデム、ハブなどの設定には、パソコンが必要となる場合があります。ルーターの接続、

ソーシャル ネットワーキング TVとは？

右画面表示 ツイート作成画面



コミュニケ―ションがもっと楽しくなる！

対応機種について詳しくは、http://panasonic.jp/viera/

見

る

つ

な
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る
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る

遊

ぶ

11

来年はいよいよ
受験。志望校に
絶対に入るゾ！

勉強、
頑張ってるかい？

受かったら、
田舎に行くね！

やったー！
合格！！ いつも で

応援してくれて、ありがとう！
とても勇気づけられたわ！

スカイプ

1 2

3 4

なかなか会
えない

田舎の祖父
母。

近況、知りた
いな、

伝えたいな
。

おじいちゃんの
家

ワタシの家

おめでとう！
よくがんばったね！

最高の笑顔、大画面に
クッキリ映ってるよ！

別売のカメラを接続して、遠く離れた
家族や親せき、友だちとビデオ通話※1
ができるサービスです。通話中は
相手の映像をテレビの大画面に
映し出せます。

Skype™について詳しくは、
http://www.skype.com/intl/ja/

無料
※2

＊ビデオ通話には別売のビエラ対応
  SkypeTMカメラが必要です。

テレビアイコンで、ビデオ通話画面に切り替わり
ます。「TV/Skype」ボタンで、放送の音声と
SkypeTMの音声を切替え可能です。

ながらスカイプ
にも対応！

TY-CC20W（別売） オープン価格※

ビエラ コミュニケーションカメラ
（マイクロフォン内蔵）

TY-CC10W（別売） オープン価格※

ビエラ コミュニケーションカメラ
（マイクロフォン内蔵）

ビエラ対応
SkypeTM
カメラ

設定方法についてご不明な場合は、ルーターをお買い上げの販売店へご相談ください。　●「ビエラ・コネ
クト」のアプリは、SDメモリーカードおよびUSBハードディスク、内蔵ハードディスクへ録画できません。
●このチラシに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
●画面はハメコミ合成のイメージです。　●写真、イラストの内容はイメージです。　※オープン価格商品の

価格は販売店にお問い合わせください。

Skype™とは？
ス カ イ プ

テレビを見ながら
スカイプが
楽しめる！

パナソニック
だけ！

パナソニック
だけ！

＊対応機種：ZT5/VT5/GT5/WT5/DT5/ET5/E5/X50/RB3シリーズ。 ＊対応機種：ZT5/VT5/GT5/WT5/DT5/ET5/E5/X50シリーズ。



お役立ち情報を手に入れたり、 知る・遊ぶ

12

週末は友達の家で持ち寄りパーティ。
今、人気のスイーツって何かな？

で
美味しそうなケーキ見つけちゃった！
これなら、みんなもきっと喜ぶわ！

残業帰りのタクシーで聞いた深夜放送、
懐かしかったなぁ。久々に夜更かししてラジオ、聞いてみようかな…。

 ならテレビで 
ラジオが楽しめるんだなぁ。
しかも大画面ビエラなら、
番組一覧も見やすい！

ラジコ

　　  オールリ
クエ
スト
・ス
ペシャル

、始まるよ！　　懐かしの８０
年代
ヒット

ソング、

スーパーのお買い得情報。チラシを
一度にチェックするいいテ、ないかな。

なら、
一度にたくさんのチラシを
見られるのね。お買い得情報が

すぐに分かって
とっても便利。

シュフー

●「ビエラ・コネクト」のご利用には、インターネットの接続が必要です。また、ネットワークダウンロードに
よる更新が必要です。FTTH（光）、ADSL、CATVなどのブロードバンド回線の実効速度3Mbps
以上を推奨。HD映像は10Mbps以上を推奨（アクトビラ ビデオ・フルは12Mbps以上を推奨）。

プロバイダーや回線事業者との契約・使用料は別途必要です。　●回線事業者やプロバイダー
が採用している接続方式・契約約款により、ご利用いただけない場合があります。　●ご利用の
ルーター、モデム、ハブなどの設定には、パソコンが必要となる場合があります。ルーターの接続、

楽天市場で話題の商品、
人気商品を紹介している
ランキングサイト。さまざまなジャンルで
今、どんなものが売れているのか、
大画面で調べることができます。

楽天ランキングについて詳しくは、http://ranking.rakuten.co.jp/

無料

国内のラジオ放送をインターネットで
配信するサービス。ラジオがなくても、
手軽にAM、FM放送を楽しむことが
できます。

radiko.jpについて詳しくは、http://radiko.jp/

無料

Shufoo!について詳しくは、http://www.shufoo.net/

日本最大級の電子チラシ
ポータルサイト。
近くのお店のチラシを
チェックできます。

無料

rad iko.jpとは？
ラ ジ コ

楽天ランキングとは？ Shufoo!とは？
シ ュ フ ー



 ショッピングやゲームも楽しめる！

13対応機種について詳しくは、http://panasonic.jp/viera/
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アプリのゲームを大画面でできたら、みんなで盛り上がれるのになぁ。

　　　　　　　    って最高！
   みんな見てて！
   次のコーナーで
   追い抜くぞ！

大迫力の3Dコンテンツ、もっと気軽に
楽しめたらいいのにな。

設定方法についてご不明な場合は、ルーターをお買い上げの販売店へご相談ください。　●「ビエ
ラ・コネクト」のアプリは、SDメモリーカードおよびUSBハードディスク、内蔵ハードディスクへ録画でき
ません。  ●このチラシに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または

商標です。　●画面はハメコミ合成のイメージです。　●写真、イラストの内容はイメージです。

ビエラ・コネクトのゲームについて詳しくは、http://panasonic.jp/viera/viera_connect/game.html

家族や友人と楽しめる
定番カードゲーム

ブラックジャック

バスケットのフリースローの
スコアを競うゲーム

フリースロー専用の機器を持っていなくても、大画面で
カーレースやゴルフ、カードゲーム、
パズルゲームなど、本格的なゲームを
思う存分楽しむことができます。

＊ゲームによって、必要な容量のSDメモリーカードが
必要です。写真データなど他ファイルが保存されて
いないカードをご準備ください。ゲームプレイは、ダウ
ンロードしたSDメモリーカードをビエラ本体に挿入し
てお楽しみください。SDメモリーカードは別売です。

ゲームパッドでも遊べる！

＜動作確認済みゲームパッド＞
ロジクール F710/F510/F310

＊別売です。

うわっ、すごい迫力！
　　　　　　　  で
簡単に迫力の3Dが
見られちゃうんだ！

3Dビエラの購入者特典としてお試し版の
3Dコンテンツを、ネットを通じて提供する
サービス。大画面で迫力満点の3D映像を
お楽しみいただけます。

3D体験コーナーについて詳しくは、http://panasonic.jp/viera/

無料

＊期間限定 2012年12月（予定）まで

＊イラストの内容はイメージです。

パナソニック
だけ！

パナソニック
だけ！

有料 有料 無料 無料

スピード感溢れる
レーシングゲーム

アスファルト 5
提供：ゲームロフト

家族や友人と楽しめる
ゴルフゲーム

レッツ！ゴルフ 2
提供：ゲームロフト

アプリ一覧は、P.14-15へ

3D体験コーナーとは？ パナソニックだけ！

ビエラ・コネクトのゲームとは？



※1:SkypeTM同士の通話は無料ですが、それ以外の通話は有料オプションになります。 
※2:SkypeTMは、「電気通信事業法」に則ったいわゆる「電話」ではありません。従って、電気通信
役務に伴う「緊急電話」（110番や119番通報）には対応していません。 ●「ビエラ・コネクト」
のご利用には、インターネットの接続が必要です。また、ネットワークダウンロードによる更新が

必要です。FTTH（光）、ADSL、CATVなどのブロードバンド回線の実効速度3Mbps以上を
推奨。HD映像は10Mbps以上を推奨（アクトビラ ビデオ・フルは12Mbps以上を推奨）。
プロバイダーや回線事業者との契約・使用料は別途必要です。 ●回線事業者やプロバイダー
が採用している接続方式・契約約款により、ご利用いただけない場合があります。　●ご利用の

※1:SkypeTM同士の通話は無料ですが、それ以外の通話は有料オプションになります。 
※2:SkypeTMは、「電気通信事業法」に則ったいわゆる「電話」ではありません。従って、電気通信
役務に伴う「緊急電話」（110番や119番通報）には対応していません。 ●「ビエラ・コネクト」
のご利用には、インターネットの接続が必要です。また、ネットワークダウンロードによる更新が

必要です。FTTH（光）、ADSL、CATVなどのブロードバンド回線の実効速度3Mbps以上を
推奨。HD映像は10Mbps以上を推奨（アクトビラ ビデオ・フルは12Mbps以上を推奨）。
プロバイダーや回線事業者との契約・使用料は別途必要です。 ●回線事業者やプロバイダー
が採用している接続方式・契約約款により、ご利用いただけない場合があります。　●ご利用の

ビエラ・コネクトで
コンテンツ豊富！
どれを見ようか
迷うなぁ～。

有料

無料

おうちで手軽にできるレシピを
素材やジャンル、調理方法別に
ご紹介しています。

無料

デジタル写真を世界中のユーザーと
共有できるインターネット上のアルバムです。

無料

パナソニックが運営する会員サイト。
キャンペーン情報や商品情報が
満載です。

無料

テレビから映画やドラマなどを
ビデオレンタルできます。

有料 無料

ビエラ・コネクト専用アプリ。直感的に
サクサク操作でき、検索も素早く
快適です。

有料 無料

ハリウッドメジャー映画の新作などを
レンタルもしくは購入できます。

有料

有料

一般ユーザーが作成する動画や
公式動画を大画面で楽しめます。

無料

日本最大級の
電子チラシポータルサイト。
近くのお店のチラシを
チェックできます。

無料

テレビを見ながらFacebookと
Twitterをチェックすることが
できます。

無料

インターネットを通して
地元のラジオが聴けるサービスです。

無料

新聞や雑誌、テレビニュースなどを
楽しめるコンテンツ配信サービスです。

有料

次 と々流れてくる商品の画像。
家族みんなでオークションに
参加できます。

無料

知
る
・
遊
ぶ

つ
な
が
る

見

 

る

見たかったドラマも、
お買い得情報も
見られるのね！

国内外の人気映画やテレビ番組が
数千時間以上、月額980円でいつでも
どこでも見放題のオンライン動画サービスです。

ＴＢＳ所有のゴルフトーナメントの映像を、
キーワードで検索して視聴できます。

80以上の専門チャンネルや
2万本以上の動画を楽しめます。

＊開始時期未定

家族みんなで楽しめる。 で   

お買い得情報が
テレビで見られるのね！

＊ディーガ/BDプレーヤー/ポータブルTVでは利用できるアプリが異なります。　 対応機種について詳しくは、http://panasonic.jp/viera/viera_connect/list.html
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テレビ向けインターネットサービス



ルーター、モデム、ハブなどの設定には、パソコンが必要となる場合があります。ルーターの接
続、設定方法についてご不明な場合は、ルーターをお買い上げの販売店へご相談ください。　
●「ビエラ・コネクト」のアプリは、SDメモリーカードおよびUSBハードディスク、内蔵ハードディスク
へ録画できません。 ●このチラシに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の

登録商標または商標です。　●画面はハメコミ合成のイメージです。　●写真、イラストの内容はイ
メージです。

見たい番組や
欲しかった情報が
すぐ手に入るのが

ステキ！

有料

無料

世界的な動画共有サイトの動画を
大画面で視聴できます。

無料

見逃し番組を含め、いろいろな
ジャンルの番組を視聴できる
放送局のVODサービスです。

＊期間限定 2012年12月（予定）まで

インターネットを経由して、音声通話・
ビデオ通話が無料で利用できます※2。

無料 ※1

国内最大級の
インターネットショッピングモールの
ランキング情報をチェックできます。

無料

＊2012年夏サービス開始予定

世界中の天気や天気予報、
体感温度をチェックできます。

無料

メジャーリーグの試合を
生中継やオンデマンドで
ストリーミング視聴できます。

有料

3Dビエラの購入者特典としてネットで提供される
お試し版3D映像コンテンツ集。

無料

MLB.TV

音声切替・字幕切替や
チャプター指定など、便利な機能が
豊富なビデオサービスです。

有料

ビエラ・コネクトなら
アニメもゲームも

いろいろたくさん大画面で
楽しめるから大満足。

有料
レッツ！ゴルフ 2

有料
アスファルト 5

無料
フリースロー

有料
UNOTM

無料
イラストロジック

無料
マインスイーパー

無料
ブラックジャック

無料

無料

ポーカー

ペナルティ
シュートアウト！！

無料

無料
ナンバー
プレイス

リバーシ

無料 無料
ハングマン ソリティア

＊ゲームによって、必要な容量のSDメモリーカードが必要です。写真
データなど他ファイルが保存されていないカードをご準備ください。
ゲームプレイは、ダウンロードしたSDメモリーカードをビエラ本体に
挿入してお楽しみください。SDメモリーカードは別売です。

お子様から大人まで楽しめる、豊富な
コンテンツの使いやすさにも配慮した
動画配信サービスです。
パソコンやスマートフォンとも連動予定。

人気アーティストのコンサートや話題の
イベント、ニュースなど、ライブ配信映像を
大画面でお楽しみいただけます。

 役立つアプリいろいろ！

日本人選手の活躍も、
テレビでチェック
できちゃうんだ！

あしたから海外旅行！
天気はよさそうね。

ルーター、モデム、ハブなどの設定には、パソコンが必要となる場合があります。ルーターの接
続、設定方法についてご不明な場合は、ルーターをお買い上げの販売店へご相談ください。　
●「ビエラ・コネクト」のアプリは、SDメモリーカードおよびUSBハードディスク、内蔵ハードディスク
へ録画できません。 ●このチラシに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の

登録商標または商標です。　●画面はハメコミ合成のイメージです。　●写真、イラストの内容はイ
メージです。

見

る

つ

な
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る

知

る

遊

ぶ

提供：ゲームロフト 提供：ゲームロフト 提供：ゲームロフト

有料 無料
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TH-JJCREC6

このチラシの記載内容は
2012年5月31日現在のものです。

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●パナソニックホームページ  panasonic.co.jp  パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。 

ビエラ・コネクトで楽しめる
アプリ一覧はこちらから！

詳しくは、 http://panasonic.jp/support/tv/vremote/index.html

iPhoneⓇ/ iPod touchⓇ/ iPadTM対応※2 アンドロイド対応※3

ジェスチャー
機能

VIERA remote2.0を使えば、iPhoneやiPad、アンドロイドが
ビエラのリモコンになってテレビを操作できます。
使い慣れたスマートフォン、タブレット型PCで、直感的な
操作や快適な文字入力が行えます。アプリは無料。
App Store、グーグルプレイからダウンロードできます。 「VIERA remote」

アプリ

指先でチャンネル切換や
音量調整、入力操作などを
直感的に行えます。

フリーポイント
操作

スマートフォンの画面を指で
操作して、マウスのように
快適に使うことができます。

ビエラ・コネクトで楽しめる
ゲームのコントローラーとして
利用できます。

ゲームパッド

キーボード
連動機能

ビエラで文字入力を
する際、スマートフォンの
画面にキーボードを表示。
素早く入力、転送できます。縦方向:チャンネル切換

横方向:入力切換
円を描く:音量調整

「VI
ERA

 remo
te」をダウ

ンロードすれば

♪

ビエラ・コネクトについて詳しくは、http://panasonic.jp/viera/viera_connect/top.html

お手持ち
の

スマート
フォンが

ビエラ 
のリモコ

ンに！
※1

※1:VIERA remote対応機種 ZT5/VT5/GT5/WT5/DT5/ET5/E5/X50/RB3シリーズ。　※2:動作環境 iOS4.35以降のiPhone/iPod touch/iPad。　※3:動作環境 アンドロイド2.3以上のア
ンドロイド端末。当社で動作確認済みの機種はドコモケータイ：P-02D/P-04D/P-05D　ソフトバンクケータイ：101P/102Pです。　●「ビエラ・コネクト」のご利用には、インターネットの接続が必要です。ま
た、ネットワークダウンロードによる更新が必要です。FTTH（光）、ADSL、CATVなどのブロードバンド回線の実効速度3Mbps以上を推奨。HD映像は10Mbps以上を推奨（アクトビラ ビデオ・フルは
12Mbps以上を推奨）。プロバイダーや回線事業者との契約・使用料は別途必要です。 ●回線事業者やプロバイダーが採用している接続方式・契約約款により、ご利用いただけない場合があります。　
●ご利用のルーター、モデム、ハブなどの設定には、パソコンが必要となる場合があります。ルーターの接続、設定方法についてご不明な場合は、ルーターをお買い上げの販売店へご相談ください。　
●「ビエラ・コネクト」のアプリは、SDメモリーカードおよびUSBハードディスク、内蔵ハードディスクへ録画できません。　●　  マーク、　  および「acTVila」、「アクトビラ」は、（株）アクトビラの商標または
登録商標です。　●「TSUTAYA」は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の登録商標です。 ●YouTubeおよびYouTubeロゴ、アンドロイドは、Google Inc.の商標または登録商標です。　
●Skypeの名称、これに関連する商標とロゴ、および「S」ロゴは、Skypeの商標です。　●FacebookⓇはFacebook,Inc.の登録商標です。　●UstreamおよびUstreamロゴは、Ustream, Inc.の登録
商標です。　●Apple、Appleのロゴ、iPhone、iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPadは、Apple Inc.の商標です。　●App StoreはApple Inc.のサービス
マークです。　●このチラシに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。　●画面はハメコミ合成のイメージです。　●写真、イラストの内容はイメージです。 
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VT5シリーズ

プラズマテレビ 液  晶  テレビ

しかも、
ビエラ・コ

ネクトを
操作でき

る

リモコンで、
ビエラ・コネクトに
アクセスしてみよう！

「ネット」ボタンを押す

「らくらくアイコン」ボタンから
「ビエラ・コネクト」を選択

好きなアプリを選んで楽しもう！

または

60・55・50v型

ZT5シリーズ 65・50v型

GT5シリーズ 60・55・50・42v型

DT5シリーズ 55・47・42v型

WT5シリーズ 55・47v型

ET5シリーズ 55・47・42・37・32v型

E5シリーズ 42v型

X50シリーズ 32・23・19v型

RB3シリーズ 37・32v型

操作もかんたん！

便利な使い方 1 便利な使い方 2 便利な使い方 3


