
無料アプリ

「どこでもディーガ」で、

家族を楽しむ＆家族をつなぐ。

番組も写真/動画、音楽も
ディーガにためて、スマホで楽しめる！
※ App Storeにおける宅外視聴アプリの評価4.5（2023年3月1日現在）。Google Playにおける宅外視聴アプリの評価4.3（2023年3月1日現在）。

ユーザー
評 価
ユーザー
評 価 No.1No.1※※

ダウンロードは
こちらから

で手に入れよう



「どこでもディーガ」なら！

録画番組や家族の写真/動画、思い出の音楽を

無料スマホアプリ※1
※2

ディーガにためてスマホで
楽しめる！
ディーガにためてスマホで
楽しめる！

「どこでもディーガ」って、何ができるの？

スマホでいつでもどこでも！
見たい番組を楽しみつくせる！
「どこでもディーガ」のここがスゴイ！ ▶P.4

外出中に子供に見せるアニメ、
毎回のダウンロードが手間いらず！
ただいま転送 ▶P.10

家族旅行のランチタイム、
番組で知った名店をかんたん検索！
お店マップ ▶P.12

仕事と家事で忙しくても、
自動録画したドラマを通勤中に見られる！

▶P.5
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※1 別途、通信費が必要です。※2 ●放送中番組/録画済み番組の宅外リモート視聴：スマートフォンやタブレットと本機を宅内ネットワークに接続してスマートフォンアプリにて機器登録（ペアリング）が
必要です。90日間、宅内ネットワークに接続して使用しなかった場合はペアリング期限の更新が必要です。放送制限により視聴できないチャンネルがあります。●取り込み済みのCD楽曲、写真/動画の
宅外リモート視聴：スマートフォンやタブレットと本機を宅内ネットワークに接続してスマートフォンアプリにて機器登録（ペアリング）が必要です。ペアリング期限の更新は不要です。●本機に登録できる
端末は最大6台ですが、外出先から同時に視聴できるのは1台のみです。本機の使用状況によっては視聴できない場合があります。本機を日本国内に設置のうえ、私的使用の範囲でお使いください。
ご利用のネットワーク環境により、ファイアウォールや無線ブロードバンドルーターの設定が必要になる場合があります。IPv4（PPPoE等）の接続環境でご使用ください。「v6プラス」、「transix」等のIPv4



スマートフォンアプリ「どこでもディーガ」（無料）のダウンロードが必要です。 iOS14.7以降、Android™7.0以降に対応。

使いやすい「ホーム画面」で
快適操作！

詳しくはP12へ「お店マップ」機能
テレビで紹介された飲食店をかんたんチェック！

Point 1
ショートカット＆カスタマイズ機能
よく使う機能を自分好みにセッティング可能！

Point 2
すぐに見られるリアルタイム視聴
放送中の番組もホーム画面からスグ再生！

Point 3ホーム
ボタン

実家に住む両親に子供の
成長写真を届けられる！
おうちクラウドで
写真/動画を送る
▶P.16-17

家事をしながらでも
いつものニュースが
ラジオ感覚で聴ける！
バックグラウンド再生
▶P.11

懐かしのCDを
スマホで聴ける！

CDリッピング
▶P.18-19

いつでもどこでも自由に楽しむ

好きなところで録る・見る

好きなところに持ち出す

便利機能

・・・・・・・P4-5

・・・・・・・・・・・P6-7

・・・・・・・・・・・・P8-9

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P10-13

もっと知りたい！ディーガの機能

設定らくらく！

使って便利！先進機能

・・・P20-21

・・・・・・・・・・・・・・・・・・P22-23

・・・・・・・・・・・P24-25

・・・・・・・・・・P14-17テレビやスマホで楽しむ

番組 写真/動画

・・・・・・・・・P18-19好きなところで音楽を聴く

音楽

その他

再生速度を変えて
効率的に視聴できる！
早見再生＆
ゆっくり再生
▶P.10
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over IPv6環境では正常動作しない場合があります。共用設備などでセキュリティレベルが高く設定されている環境ではご利用になれない場合があります。携帯電話回線での宅外視聴では
多くのパケットが必要となります。パケット料金にご注意ください。海外で視聴する場合は、上記の他、お使いの端末が各国の規制基準を満たしておらず使用が認められない場合がありますので、
端末の仕様と各国の法規をご確認ください。●操作画面は機種によって異なる場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。●このパンフレット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。●機能説明写真、シーン写真、イラストはイメージです。



※1 機内での規則に則ってご使用ください。※2 19時～22時台に放送開始する地上デジタル放送のドラマを設定した場合。（お録りおき日数は、1日あたり3時間分の番組を録画し
た時の日数）［2X202］お買い上げ設置設定では約30日間に設定されます。全自動録画設定で約90日間に変更することができます。［4X1002/4X602/2X602/2X302/2X202］
初期状態で設定済です。お録りおき録画する番組は、全自動録画された番組が対象です。［ZR1/4T403/4T303/4T203/4T103/2W202/2W102］お録りおき録画の設定が必要で
す。搭載チューナー数を超える同時録画はできません。※3［4X1002/4X602/2X602/2X302/2X202］全自動録画設定でドラマ・アニメのお録りおき時間帯を設定できます。

「どこでもディーガ」な いつでもどこでも

自由に楽しむ

番組

「どこでもディーガ」のここがスゴイ！

ネットの見逃し配信よりも便利！
見逃し配信サービス

◯（録画した番組すべて）
◯（4K放送にも対応）
◯（リモート視聴+番組持ち出し）

◯（ワンタップで次のシーンへスキップ）
◯（ディーガや「どこでもディーガ」から削除するまで）

△（約100～300タイトル）
×
△（ストリーミング〈リモート視聴〉のみ）

×
×（約7日間）

番組視聴

視聴方法
リアルタイム視聴

チャプター機能
番組視聴期間

どこでもディーガ

ここ
が

ポイ
ント！ここ
が

ポイ
ント！

視聴期間の制限がないから
いつでもずっと見られる！

再生速度を変えられるから
自分好みの視聴ができる！

バックグラウンド再生で
聴きながら
スマホが使える！

高画質再生だから
タブレット視聴の
迫力が違う！

番組をスマホに持ち出せて
いつでもどこでも見られる！

番組をスマホに
持ち出し保存すれば
飛行機でも楽しめる！※1

リアルタイムの放送が
スマホで楽しめる！
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［ZR1/4T403/4T303/4T203/4T103/2W202/2W102］お録りおき設定でドラマ・アニメのお録りおき時間帯を設定できます。設定したジャンル/時間帯の組み合わせによって、お録りおき日
数は変動します。ドラマとアニメを設定した場合、お録りおきできる日数が短くなります。●設定できるのは、「ドラマで2つの時間帯」、「アニメで2つの時間帯」、「ドラマとアニメで1つずつの時
間帯」のいずれかになります。●操作画面は機種によって異なる場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。●このパンフレット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。●機能説明写真、シーン写真、イラストはイメージです。

ら見たい番組を楽しみつくせる！
スマートフォンアプリ「どこでもディーガ」（無料）のダウンロードが必要です。 iOS14.7以降、Android™7.0以降に対応。

ディーガの録画機能と合わせて楽しみ方が広がる！

ドラマ・アニメは自動で録って、
約90日間※2お録りおき。
もう、話題の新作を
見逃す心配はありません。
●対応機種：全機種

自動で録画されたドラマ・アニメを約90日間※2お録りおき。うっかり放送を見逃しても、第1話からまと
めて見ることができます。ジャンル（ドラマ/アニメ）と、時間帯（朝/午後/ゴールデンタイム/深夜）を選
んで設定可能※3なので、たとえば、ゴールデンタイムのドラマと深夜アニメをそれぞれお録りおきするこ
とができます。さらに、お録りおきした番組の中から残したい番組を、自動消去されない領域に保存（ダ
ビング）できます。

［お録りおきのイメージ］［お録りおきのイメージ］

先々月

古い番組は自動で消去

第一話

最終話

古い番古い古 組は自動で先月

今月

自動で録画!!

録画した番組はスマホでいつでもどこでも楽しめます。
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※１ 4Kチューナー内蔵モデルについては、「新4K衛星放送」の番組の録画予約にも対応しています。 ※2 宅内ネットワーク内での再生時。 ※３ 詳しくはディモーラ詳細ページ
（https://panasonic.jp/diga/apps/premium.html）をご覧ください。 ※4 リモート視聴するには、ホームの「設定」＞「番組表」＞「サブチャンネル」→設定オンが必要です。 ※5 操作するには、
ホームの「設定」＞「番組表」＞「番組表を選択した時の動作」→「タップして番組を再生する」が必要です。 ●TiVo、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国TiVo Brands LLCおよび/

録画した番組も、放送中の番組も、スマホでいつでも・
どこでも視聴できます。録画予約もスマホでかんたん。

好きなところで

録る・見る
●対応機種はP.21をご覧ください。

番組

ディーガなら、
かんたん録画予約＆視聴！

見慣れた
番組表だから
予約もかんたん！

「見たい番組の予約を忘れた…」
「残業で遅くなって、気になる番組の放送時間に間に合わない…」
そんな時もスマホで録画予約ができるので、
見たい番組を見逃しません。

うっかり予約し忘れた番組も、
スマホやタブレットで
思い出した時にかんたん予約。

どこでも録画予約 ※1※1スマホで 録る

録画しておいた番組を
時間を選ばずに見たい時に見られます。
チャプタースキップ※2でサクサク視聴。
ディモーラ※3のプレミアム会員なら
見たいシーンだけのチェックもできます。

録画したのに見る時間がない、そんなあなたに。
録画番組をいつでも・どこでもスマホで視聴 !

どこでも録画視聴スマホで 見る

おうちの中
でも！

スマホで録る・見るが 

おでかけ中
でも！！
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またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。 ●操作画面は機種によって異なる場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ●このパンフレットに記載されてい
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。 ●機能説明写真、シーン写真、イラストはイメージです。

見たい番組を選んで
タップするだけで視聴スタート！※5

［かんたん操作手順］

ホーム画面からワンタップ！

すぐ再生！

2

番組を選んで

1

リアルタイム視聴

録画予約が登録できる

放送中の番組が見られる

放
送
終
了

放
送
中

放
送
予
定

録画番組が見られる
全自動
ディーガ
なら

全自動録画された
番組が探しやすい! 

地上波サブチャンネル※4や
4K放送のリアルタイム視聴にも対応！
●4K放送対応機種：4X1002/4X602/ZR1/4T403/
　　　　　　　　 4T303/4T203/4T103

スマホで 見る

スマートフォンアプリ「どこでもディーガ」（無料）のダウンロードが必要です。 iOS14.7以降、Android™7.0以降に対応。

かんたん&見たい番組が探しやすい！

日付を選べば、
過去の番組を一覧表示。
番組表と同じ感覚で
番組を探せる！

スポーツ中継など
リアルタイムで見たい番組を
いつでも・どこでも
スマホで視聴！

7



※1 ダウンロードするには、ディーガと同一の宅内ネットワークで接続している必要があります。※2 持ち出し番組の画質・ビットレートは機種により異なります。［ZR1］1080p
（4Mbps/2Mbps）のスマホ用転送番組を作成した場合、作成したスマホ用転送番組のビットレートのみが選択肢に表示されます。最高画質（1080p）の番組は端末によっては再生
できない場合があります。※3 UPnP対応ルーターが必要です。ご使用の無線LANルーターの取扱説明書・仕様などでご確認ください。※4 ディーガ本体でのスマホ転送番組の設

定が必要です。●操作画面は機種によって異なる場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。●このパンフレット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。●機能説明写真、シーン写真、イラストはイメージです。

事前に「番組持ち出し」（ダウンロード）※1しておけば、
トンネルの多い新幹線や、飛行機でも
ストレスなく見られます。

好きなところに

持ち出す

番組
スマートフォンアプリ「どこでもディーガ」（無料）のダウンロードが必要です。 iOS14.7以降、Android™7.0以降に対応。

＊4KDRモード/4K長時間録画モードの録画番組をスマホへ持ち出しできる機種は、P.21をご確認ください。

＊情報量の多い番組を想定して記録可能時間の目安を算出しています。そのため、情報量の少ない番組を記録する場合、記録可能時間は上記の目安より長くなります。

8GB 16GB
画 質 ビットレート おすすめの利用シーン

記録可能時間

標準画質
通信優先
パケット節約

4Mbps
2Mbps
3.5Mbps
1.5Mbps
650kbps
400kbps
150kbps

映画などをタブレットの大きい画面で見る時

旅行番組などをタブレットの大きい画面で見る時

映画などを高画質で楽しみたい時

旅行番組などを高画質で楽しみたい時

ドラマなどをスマホで見る時

バラエティ番組など動きの少ない番組をスマホで見る時

ニュースなど内容がわかれば良い時

約4時間
約8時間
約5時間
約11時間
約27時間
約44時間
約118時間

約8時間
約17時間
約10時間
約23時間
約54時間
約88時間
約237時間

（360p）

（180p）

（180p）

最高画質

高 画 質

（1080p）

（720p）

＊

フルHD画質の持ち出しに対応！

※2※4

持ち出す画質を選べる！

●対応機種はP.21をご覧ください。

ネットがつながらない 場所でも録画番組が楽しめます。
＊

画質を選ぶとスマホへの
持ち出しを開始します。※2

スマホアプリから持ち出し。

無線LANで※3ディーガから転送

持ち出したい番組の
ダウンロードボタンを押します。

ディーガで「スマホ転送番組」の設定をした録画
モードに、「高速転送マーク」がつきます。より短い
時間でスマホに持ち出すことができるので、お出か
け前の時間がないときなどに便利です。

持ち出した番組は「持ち出し済」タブから再生できます。 
宅外操作時は“持ち出し予約"に追加されます

無線LAN※3を使って
持ち出すからスマホの
通信容量が気にならない！

ここが

ポイン
ト！ここが

ポイン
ト！

スマホ転送番組を設定して持ち出し時間短縮。

「番組予約」から
「スマホ転送番組を設定する」を選ぶ。

スタンダードモデルの場合

「チャンネル録画一覧」から
サブメニューを開いて、「保存設定」の中の
「スマホ転送番組の設定」を選択。

全自動モデルの場合

「スマホ転送番組の画質」を設定して、設定完了。
●「スマホ転送番組の作成」は“する”に設定してください。
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定が必要です。●操作画面は機種によって異なる場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。●このパンフレット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。●機能説明写真、シーン写真、イラストはイメージです。

スマートフォンアプリ「どこでもディーガ」（無料）のダウンロードが必要です。 iOS14.7以降、Android™7.0以降に対応。

＊4KDRモード/4K長時間録画モードの録画番組をスマホへ持ち出しできる機種は、P.21をご確認ください。

＊情報量の多い番組を想定して記録可能時間の目安を算出しています。そのため、情報量の少ない番組を記録する場合、記録可能時間は上記の目安より長くなります。

8GB 16GB
画 質 ビットレート おすすめの利用シーン

記録可能時間

標準画質
通信優先
パケット節約

4Mbps
2Mbps
3.5Mbps
1.5Mbps
650kbps
400kbps
150kbps

映画などをタブレットの大きい画面で見る時

旅行番組などをタブレットの大きい画面で見る時

映画などを高画質で楽しみたい時

旅行番組などを高画質で楽しみたい時

ドラマなどをスマホで見る時

バラエティ番組など動きの少ない番組をスマホで見る時

ニュースなど内容がわかれば良い時

約4時間
約8時間
約5時間
約11時間
約27時間
約44時間
約118時間

約8時間
約17時間
約10時間
約23時間
約54時間
約88時間
約237時間

（360p）

（180p）

（180p）

最高画質

高 画 質

（1080p）

（720p）

＊

フルHD画質の持ち出しに対応！

※2※4

持ち出す画質を選べる！

場所でも録画番組が楽しめます。
＊

スマホ転送番組を設定して持ち出し時間短縮。

「番組予約」から
「スマホ転送番組を設定する」を選ぶ。

スタンダードモデルの場合

「チャンネル録画一覧」から
サブメニューを開いて、「保存設定」の中の
「スマホ転送番組の設定」を選択。

全自動モデルの場合

「スマホ転送番組の画質」を設定して、設定完了。
●「スマホ転送番組の作成」は“する”に設定してください。
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※1 ディーガとすべてのBluetooth®機能対応機器とのBluetooth®無線通信を保証するものではありません。Bluetooth®Ver.5.0。音声(A2DP)には対応していません。※2 4K放送録画
番組のリモート視聴1.3倍速再生と0.8倍速再生は、おすすめ画質（持ち出し番組と同一画質）でのみ可能です。※3 バックグラウンド再生をするには、ホームの「設定」＞「録画番組」＞

おうちに帰ったら録画した番組を
自動でスマホに転送！
帰宅時にディーガとスマホが自動で接続し、
持ち出し予約した録画番組をスマホに転送。
すべて自動で完了するから、忙しい朝の時間
にダウンロードをする手間がかかりません。
また、ディーガの音楽やスマホで撮った写真も、
自動で転送できます。スマホとディーガの
ペアリング期間の更新も自動で行います。

ただいま転送

便利機能①
番組

●対応機種はP.21をご覧ください。

外出先から
自宅に戻ると

Bluetooth®でディーガと自動接続

●番組/音楽の自動持ち出し
●写真の一括保存
●ペアリング期間の更新

※1※1

再生速度を変えて効率的に視聴できる！
短い時間で録画番組を視聴したいときは、1.3倍速※2で早見再生できます。持ち出し(ダウンロード)番組なら

最大2.0倍速にできます。また、音声をしっかり聞き取りたいときは、0.8倍速※2でゆっくり再生にもできます。

早見再生＆ゆっくり再生

早送り・早戻し

NEW

NEW

気になるシーンまで
すばやく移動！
再生中、画面の長押しで早送り・早戻しができます。
※23年5月バージョンアップで対応予定

＊
＊UPnP対応ルーターが必要です。
  ご使用の無線LANルーターの取扱説明書・仕様などでご確認ください。

ストレスフリーな新機

●対応機種：4X1002/4X602/4T403/4T303/4T203/4T103
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スマートフォンアプリ「どこでもディーガ」（無料）のダウンロードが必要です。 iOS14.7以降、Android™7.0以降に対応。

「番組再生」＞「バックグラウンド再生」をオンにする必要があります。●操作画面は機種によって異なる場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。●このパンフレットに記
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。●機能説明写真、シーン写真、イラストはイメージです。

ディーガが番組録画時に自動でチャプターマークを作成。宅内ネット
ワーク内での録画番組再生中や、ダウンロードした「持ち出し番組」
の再生中に、ワンタップで見たいチャプターへスキップできます。
効率よく見て、視聴時間を節約できます。

自動作成されたチャプターで
見たいところだけ快適視聴！

オートチャプター

他のアプリを使用している間でも、録画番組
や放送の音声をバックグラウンドで再生。
画面をロックしてもOK。

ラジオ感覚で
番組が楽しめる！

バックグラウンド再生

アプリをバックグラウンドにしたとき、再生中
の番組を画面の隅に別ウィンドウで表示。

別のアプリを使いながら
番組を楽しめる！

ピクチャ・イン・ピクチャ再生（iOS機器のみ）

昨夜のニュース番組の音声だけを聞
きながらネットの記事などをチェック
できる。

ドラマを見ながら、メールやメッセージ
アプリの返信ができる。

※3※3

見に行かない？20:11

明日12時に
駅前のいつもの店で20:13

OK! 20:15

OK! どこで待ち合わせする？ 20:12

15 15

LIVE

能で番組をもっと手軽に楽しめます。

11



●操作画面は機種によって異なる場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。●「お店マップ」で提供される飲食店情報はDIMORAのシーン情報に対応した放送局のみです。
DIMORAのシーン情報に対応した放送局はこちらをご確認ください。（https://www.dimora.jp/about/scene/area-info/）●このパンフレットに記載されている各種名称、会社名、

便利機能②
番組

●対応機種はP.21をご覧ください。

テレビで紹介された飲食店の情報や位置を
「どこでもディーガ」でかんたんにチェックできます。

お店マップ

純正地図アプリでも
開けるから
ルート検索も便利！

飲食店の
場所を表示！

お気に入り
登録もできる！

かんたん操作で地図表示

番組で紹介された飲食店を地図で表示

場所をかんたんに確認できる

注目の予約番組や、
人気の番組をさがす

ホーム画面の
「おすすめ」を選択

あなたにぴったりな番組をレコメンドしてくれる「AIおすすめ」を表示したり、ドラマやアニメが
約90日分保存されている「お録りおき」を表示。自分の好みの番組や流行りの番組を簡単に見つけられます。

おすすめ

AIおすすめ ドラマお録りおき

アニメお録りおき

通常録画（最新）

見逃せない一押し番組

今日注目の番組

おすすめバラエティ
注目番組

おすすめドキュメンタリー・報道・その他

おすすめの映画・音楽・スポーツ・アニメ

今、見逃せないドラマ

あなたと同じ番組を
予約している人おすすめ 予約数ランキング

録画ランキング

再生回数ランキング アーティスト関連番組

各ジャンル別

録画番組

放送予定の番組

さらに快適に楽しむた 

●AIおすすめ対応機種：4X1002/4X602/2X602/2X302/2X202/ZR1/4T403/4T303/4T203/4T103
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商品名などは、各社の登録商標または商標です。●機能説明写真、シーン写真、イラストはイメージです。

LINE連携 キーワード検索

気になる出演者やタイトルで
番組を検索。
ジャンルで絞り込みもできます。
録画番組を探すだけでなく、
録画予約にも使えます。

クラブパナソニックの
公式LINEトークと連携して、
人気ランキングや録画番組を
検索。「どこでもディーガ」で
再生することができます。

人気番組の検索

＊全自動録画を設定しているチャンネルと時間帯に限ります。
ディーガ本体のHDDから自動消去された番組は見られません。

アプリ内の番組ニュースから、放送中のドラマ・アニメの
情報や、新シーズンの情報をチェック。そのまま気になる
番組を録画予約したり、録画済みであれば番組視聴でき
ます。全自動録画をしている全自動ディーガなら、話題の
番組もあとから選んで見放題＊です。

番組ニュース

記事を読んで、そのまま
録画予約や番組視聴

気になる
ニュース記事をタップ

番組シェア

面白い番組を家族とシェアできる! LINEでシェアしてスマー
トフォンアプリ「どこでもディーガ」（無料）で再生。

有料サービス「ディモーラ」の
プレミアム会員登録で
「どこでもディーガ」がもっと便利になる！

見たいシーンを選んで、すぐに再生できる！

お気に入りの検索条件を追加できる！

ハードディスク容量が少なくなったらスマホにお知らせ！

放送開始時間を過ぎていても、番組の最初から見られる！

スマホで録画設定の変更やデータの一括削除ができる！

ハイレゾ音質のデータもスマホで聴ける！

気になるシーンを画像でサーチできる「プレビューサーチ」！

月額330円（税込）
初回登録月は無料

スマートフォンアプリ「どこでもディーガ」（無料）のダウンロードが必要です。 iOS14.7以降、Android™7.0以降に対応。

めの便利機能が満載！
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※1 保存・再生できる写真はJPEG、動画はMP4となります。撮影ビデオ（AVCHD 1080/60p）は、スマートフォンやタブレットで視聴できません。※2 ディーガに取り込んだ写真/動画のスマー
トフォンからの閲覧時は取り込んだファイルがそのままのサイズで送られます。データ通信量にご注意ください。※3 スマートフォンやタブレットと本機を宅内ネットワークに接続してスマートフォ
ンアプリにて機器登録（ペアリング）が必要です。ペアリング期限の更新は不要です。本機に登録できる端末は最大6台ですが、外出先から同時に視聴できるのは1台のみです。本機の使用
状況によっては視聴できない場合があります。本機を日本国内に設置のうえ、私的使用の範囲でお使いください。ご利用のネットワーク環境により、ファイアウォールや無線ブロードバンド
ルーターの設定が必要になる場合があります。IPv4（PPPoE等）の接続環境でご使用ください。「v6プラス」、「transix」等のIPv4 over IPv6環境では正常動作しない場合があります。共用設

テレビやスマホで

楽しむ①

写真/動画

SNSへのアップと同じ感覚で写真や動画をディーガに送れます。

スマホの写真/動画をディーガに送ります。1

「テレビで見る」ボタンを押して
再生機器を選んだ後、
再生する写真/動画を選択すると

ディーガに保存した
写真/動画をスマホで見られます。

ディーガに保存した
写真/動画を大画面で楽しめます。

スマホの場合

テレビやスマホで写真/動画
※1

を再生します。
※22

テレビの場合

スマホの残容量が
少なくて
困っている人に
おすすめ！

「写真」をタップして
ディーガ内の写真一覧を
表示。見たい写真を選ぶと

1

画面いっぱいに再生。
ダウンロードすることも
できます。

2

「写真」をタップして、
一覧を表示し、
「写真を送信」をタップ。

送りたい写真を選んで
「次へ」を押す。

容量を確認して「送信」を
選ぶと送信が始まります。

真」をタ」を」」」」」」」」」を」

1 2 3

テレビ画面いっぱいに
写真を表示します。

●対応機種はP.21をご覧ください。

ここ
が

ポイ
ント！ここ
が

ポイ
ント！

写真/動画
※1

をディーガに
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※1 保存・再生できる写真はJPEG、動画はMP4となります。撮影ビデオ（AVCHD 1080/60p）は、スマートフォンやタブレットで視聴できません。※2 ディーガに取り込んだ写真/動画のスマー
トフォンからの閲覧時は取り込んだファイルがそのままのサイズで送られます。データ通信量にご注意ください。※3 スマートフォンやタブレットと本機を宅内ネットワークに接続してスマートフォ
ンアプリにて機器登録（ペアリング）が必要です。ペアリング期限の更新は不要です。本機に登録できる端末は最大6台ですが、外出先から同時に視聴できるのは1台のみです。本機の使用
状況によっては視聴できない場合があります。本機を日本国内に設置のうえ、私的使用の範囲でお使いください。ご利用のネットワーク環境により、ファイアウォールや無線ブロードバンド
ルーターの設定が必要になる場合があります。IPv4（PPPoE等）の接続環境でご使用ください。「v6プラス」、「transix」等のIPv4 over IPv6環境では正常動作しない場合があります。共用設

備などでセキュリティレベルが高く設定されている環境ではご利用になれない場合があります。携帯電話回線での宅外視聴では多くのパケットが必要となります。パケット料金にご注意くだ
さい。海外で視聴する場合は、上記の他、お使いの端末が各国の規制基準を満たしておらず使用が認められない場合がありますので、端末の仕様と各国の法規をご確認ください。※4 写真/
動画の自動分類の精度は100％を保証するものではありません。内容によって正しく分類されない場合があります。●操作画面は機種によって異なる場合があります。詳しくは取扱説明書を
ご覧ください。●このパンフレット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。●機能説明写真、シーン写真、イラストはイメージです。

ディーガにためた写真/動画を
被写体やイベントに応じて
自動で分類・整理。

おまかせアルバム ダイジェスト再生

スマートフォンやデジカメの写真をディーガに取り込むだけで、
被写体や出来事に合わせて写真/動画のアルバムを自動で作成※4。
さらにアルバムを約1分間のダイジェストで再生できるので、
埋もれがちな思い出をかんたんに振り返ることができます。

●対応機種：4X1002/4X602/ZR1/4T403/4T303/4T203/4T103

AIが自動で
写真や動画を整理!

前面の差込口から
USB接続

テレビやスマホで

楽しむ①

写真/動画

SNSへのアップと同じ感覚で写真や動画をディーガに送れます。

スマホの写真/動画をディーガに送ります。1

「テレビで見る」ボタンを押して
再生機器を選んだ後、
再生する写真/動画を選択すると

ディーガに保存した
写真/動画をスマホで見られます。

ディーガに保存した
写真/動画を大画面で楽しめます。

スマホの場合

テレビやスマホで写真/動画
※1

を再生します。
※22

テレビの場合

スマホの残容量が
少なくて
困っている人に
おすすめ！

「写真」をタップして
ディーガ内の写真一覧を
表示。見たい写真を選ぶと

1

画面いっぱいに再生。
ダウンロードすることも
できます。

2

「写真」をタップして、
一覧を表示し、
「写真を送信」をタップ。

送りたい写真を選んで
「次へ」を押す。

容量を確認して「送信」を
選ぶと送信が始まります。

1 2 3

テレビ画面いっぱいに
写真を表示します。

デジカメやデジタルビデオカメラとUSBで接続して
写真/動画の取り込みができます。

スマホだけじゃない、
デジカメやデジタルビデオカメラの
写真/動画の保存もらくらく。

かんたん取り込み

●対応機種はP.21をご覧ください。

ここ
が

ポイ
ント！ここ
が

ポイ
ント！

スマートフォンアプリ「どこでもディーガ」（無料）のダウンロードが必要です。 iOS14.7以降、Android™7.0以降に対応。

＊ネットワーク環境によっては、撮影ビデオを安定して再生できない場合があります。

写真/動画
※1

をディーガに 送信、スマホ
※2

やテレビで楽しめます。
※3＊

14 15



スマホの写真/動画を 

※1 スマートフォンと離れて暮らす家族の「ディーガ」とのペアリングが必要です。ペアリングするには登録番号を相手先に連絡し、登録を承認する必要があります。 ※2 ディーガにためたコンテンツは定期的にブルーレイディスクや
USBハードディスクへバックアップすることをおすすめします。 ※3 写真/動画・音楽ファイルの合計が最大40,000まで。また、DIGA Drive領域に記録可能なフォルダとファイルの合計は最大60,000まで。 ※4 ●メッセージは、
スマートフォンアプリ「どこでもディーガ」（無料）でのみ、メッセージを作成、編集できます。 ●写真/動画に付けたメッセージは、スマートフォンアプリ「どこでもディーガ」（無料）でスマートフォンにダウンロードできません。 ●メッセージの
入力は最大20文字です。 ●撮影ビデオ（AVCHD）にはメッセージを付けることはできません。 ※5 実家の両親のスマホに「どこでもディーガ」をダウンロードして、自宅のディーガとペアリングする必要があります。ペアリングするには
実家の両親に登録番号を連絡し、登録を承認する必要があります。両親に共有したくない写真/動画は、送信の際にプライベートモードで送信すれば共有されません。 ※6 ●かんたんディスク保存用のディスクを入れておく必要があ

スマホで撮った写真/動画を自宅のディーガに
送りながら、両親宅のディーガにも送れます。
「どこでもディーガ」アプリでペアリングしている複数台のディーガに対して
同じ写真/動画を同時に送信することができます。

ここにメッセージが表示されます

撮った写真/動画を
その場で選んで送信。

STEP1

テレビの大画面で
楽しめます。

STEP3

自宅や実家の
ディーガに届きます。

STEP2

写真/動画に
メッセージを
付けられます。
※2 ※3 ※4

両親が写真や動画を見ると
スマホに通知が届きます。

STEP4

本体表示窓
または

画面上で受信を
お知らせ！

テレビやスマホで

楽しむ②

写真/動画

●対応機種はP.21をご覧ください。
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スマートフォンアプリ「どこでもディーガ」（無料）のダウンロードが必要です。 iOS14.7以降、Android™7.0以降に対応。

離れて暮らす両親と共有できます。
※1

ディーガにためたコンテンツは、定期的にブルーレイディスクにバックアップすることをおすすめします。

ります。 ●保存用ディスクには、放送番組の録画/ダビングはできません。また、他機器でファイルを編集すると保存用ディスクとして使えなくなる場合があります。 ●プライベートモードで受信した写真/動画は、かんたんディスク
保存できません。 ●保存・再生できる写真はJPEG、動画はMP4、撮影ビデオはAVCHDとなります。対応メディアはBD-R、BD-REです。保存用のディスクは、高湿度、高温、直射日光などを避け、できるだけ外部からの力がかからない
環境で保管してください。※7 ブルーレイディスクにバックアップした動画・音楽を再生するには、内蔵ハードディスクへの再取り込みが必要です。 ※8 USBハードディスクの場合は「写真・音楽用フォーマット」をする必要があります。
「写真・音楽用フォーマット」をしたUSBハードディスクへは番組の録画やダビングはできません。 ●操作画面は機種によって異なる場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ●このパンフレット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。 ●機能説明写真、シーン写真、イラストはイメージです。

さらに、実家にディーガがなくても、
写真/動画を両親のスマホに
共有できます。※5

自宅のディーガに保存した
写真/動画を、離れて暮らす
両親のスマホにシェアできます。

「かんたんディスク保存」なら写真/動画を
ブルーレイディスクに手間なく保存。※6

たくさんの思い出も共有できます。
ブルーレイディスクを入れてディーガで設定しておくだけで、ハードディスクに保存した写真/動画をかんたんに
保存。スマホやデジタルビデオカメラで撮った子供の成長を両親にプレゼントすることができます。ブルーレイ
ディスクがセットされていなかったり、ディスク容量がいっぱいの時はアプリ経由でスマホにお知らせします。

ここも
便利！

●対応機種：4X1002/4X602/2X602/2X302/2X202/ZR1/4T403/4T303/4T203/4T103

バックアップはブルーレイディスク※7、USBハードディスク※8、SeeQVault対応USBハードディスクにできます。

●バックアップした音楽、写真/動画は、どこでもディーガで再生、持ち出し（ダウンロード）できません。どこでもディーガで再生、持ち出しする場合は、ディーガ本体
のハードディスクへの再取り込みが必要です。
●SeeQVault対応のUSBハードディスクの場合は、写真・音楽と番組録画の両方に対応しています。
●当社にて動作確認をしているUSBハードディスクまたはSeeQVault対応USBハードディスクをお使いください。すべての製品の動作保証をするものでは
ありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器についてはサポートページ動作確認情報一覧（https://panasonic.jp/support/bd/connect/
index.html）をご覧ください。
●USBハブは、ご使用いただけません。

25GBの
ブルーレイディスクなら、

約3カ月分*の
写真/動画が
保存可能

＊週に写真100枚・動画10分を
保存した場合。

バックアップはブルーレイディスクスス ※7、USBハ
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スマートフォンアプリ「どこでもディーガ」（無料）のダウンロードが必要です。 iOS14.7以降、Android™7.0以降に対応。

ディーガに保存した音 楽を、スマホで楽しめます。
※1※2

※1 スマートフォンやタブレットと本機を宅内ネットワークに接続してスマートフォンアプリにて機器登録（ペアリング）が必要です。ペアリング期限の更新は不要です。本機に登録できる端末は最
大6台ですが、外出先から同時に視聴できるのは1台のみです。本機の使用状況によっては視聴できない場合があります。本機を日本国内に設置のうえ、私的使用の範囲でお使いください。ご
利用のネットワーク環境により、ファイアウォールや無線ブロードバンドルーターの設定が必要になる場合があります。IPv4（PPPoE等）の接続環境でご使用ください。「v6プラス」、「transix」等
のIPv4 over IPv6環境では正常動作しない場合があります。共用設備などでセキュリティレベルが高く設定されている環境ではご利用になれない場合があります。LTEや3Gの携帯電話回線
での宅外視聴では多くのパケットが必要となります。パケット料金にご注意ください。海外で視聴する場合は、上記の他、お使いの端末が各国の規制基準を満たしておらず使用が認められない

場合がありますので、端末の仕様と各国の法規をご確認ください。※2 CDリッピングした楽曲が対象です。スマートフォン用音楽データはAAC形式に変換されます。スマートフォンアプリ「どこで
もディーガ」（無料）で再生できる音楽データは、ディーガで変換したAAC/FLAC/WAV形式のみになります。FLAC/WAV形式をスマホで再生するには「ディモーラ」のプレミアム会員登録（有
料）が必要です。※3 ハイレゾ対応のスマートフォンや、DAC、ヘッドホン等の接続が必要です。スマートフォン端末によっては、正しく再生できない場合があります。※4 初期設定はハイレゾリマ
スター保存はオフになっています。※5 ディモーラのプレミアム会員登録(有料)が必要です。●操作画面は機種によって異なる場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。●このパン
フレット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。●機能説明写真、シーン写真、イラストはイメージです。

スマホで曲を探してストリーミング再生する場合。

「音楽」をタップして、アルバム別や
アーティスト別に曲を探します。

再生中にシャッフルや
リピート設定もできます。

アルバム別やアーティスト別に探して、聴きたい曲をすぐに見つけることができます。

曲をスマホにダウンロードして持ち出しも。
ディーガに保存した曲を、スマホにダウンロードすれば、
電波の届かないトンネルなどの場所でも、曲を聴き続けられます。

●アルバム1枚あたり72MB必要です。（アルバム1枚＝74分として算出）
●ディーガから持ち出した楽曲データをスマートフォンのストレージから削除しても、
　ディーガに保存されている同じ曲のデータは削除されません。必要に応じて、持ち出す曲を入れ替えられます。

ディーガに音楽CDのデータを保存します。1
［かんたん操作手順］

音楽CDをディーガに取り込む時に、CD音質の音楽ファイルに加えて、スマ
ホ再生用やハイレゾ相当の音楽ファイルも合わせて作成することができるの
で、再生機器に応じて最適な音質で音楽CDを楽しむことができます。

スマホで曲を聴きます。2

音楽一覧を表示して、
聴きたい曲を選んで再生します。

好きなところで

音楽を聴く

音楽

●対応機種はP.21をご覧ください。

CDリッピング

1 2 3

音にこだわりたい人は

ハイレゾ相当の高音質で保存できます。
CDリッピングした音源を、最大176.4kHz/24bitまでアップコンバートしてディーガに保存できます。

＊ハイレゾ保存されたファイルは、スマートフォンやオーディオ機器、テレビ機器により再生できない場合があります。
●スマートフォンアプリ「どこでもディーガ」で再生できる音楽データは、ディーガで変換したAAC/FLAC/WAV形式のみですが、
　FLAC/WAV形式の再生には「ディモーラ」のプレミアム会員登録（有料）が必要です。

ディーガに保存

音楽CD
WAV FLACor

ハイレゾ
相当※3※4

AACスマホ再生用

WAV FLACorCD音質

スマホ

ハイレゾリマスター保存

ネットワーク
オーディオ＊ テレビ＊

ネットワーク
オーディオ

スマホ
（有料）※5

スマホ＊
（有料）※5

テレビ

ダウンロードしておけば、
パケット代も気にならず安心！

ここが

ポイン
ト！ここが

ポイン
ト！
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スマートフォンアプリ「どこでもディーガ」（無料）のダウンロードが必要です。 iOS14.7以降、Android™7.0以降に対応。

楽を、スマホで楽しめます。
※1※2

場合がありますので、端末の仕様と各国の法規をご確認ください。※2 CDリッピングした楽曲が対象です。スマートフォン用音楽データはAAC形式に変換されます。スマートフォンアプリ「どこで
もディーガ」（無料）で再生できる音楽データは、ディーガで変換したAAC/FLAC/WAV形式のみになります。FLAC/WAV形式をスマホで再生するには「ディモーラ」のプレミアム会員登録（有
料）が必要です。※3 ハイレゾ対応のスマートフォンや、DAC、ヘッドホン等の接続が必要です。スマートフォン端末によっては、正しく再生できない場合があります。※4 初期設定はハイレゾリマ
スター保存はオフになっています。※5 ディモーラのプレミアム会員登録(有料)が必要です。●操作画面は機種によって異なる場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。●このパン
フレット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。●機能説明写真、シーン写真、イラストはイメージです。

スマホで曲を探してストリーミング再生する場合。

「音楽」をタップして、アルバム別や
アーティスト別に曲を探します。

再生中にシャッフルや
リピート設定もできます。

アルバム別やアーティスト別に探して、聴きたい曲をすぐに見つけることができます。

曲をスマホにダウンロードして持ち出しも。
ディーガに保存した曲を、スマホにダウンロードすれば、
電波の届かないトンネルなどの場所でも、曲を聴き続けられます。

●アルバム1枚あたり72MB必要です。（アルバム1枚＝74分として算出）
●ディーガから持ち出した楽曲データをスマートフォンのストレージから削除しても、
　ディーガに保存されている同じ曲のデータは削除されません。必要に応じて、持ち出す曲を入れ替えられます。

スマホで曲を聴きます。2

音楽一覧を表示して、
聴きたい曲を選んで再生します。

1 2 3

ダウンロードしておけば、
パケット代も気にならず安心！

ここが

ポイン
ト！ここが

ポイン
ト！
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※1 スマートフォンをディーガと同一の宅内ネットワークで接続している必要があります。 ●「どこでもディーガ」のご利用には、インターネットの接続が必要です。FTTH（光）などのブロードバ
ンド回線を推奨。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。 ●操作画面は機種によって異なる場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ●このパンフレッ

気になる通信量の目安 
もっと知りたい！

ディーガの
機能

　　　　　　　　　　    から

時間を気にせず
お楽しみいただけます！

パケット量に制限がない 月々のパケット量に
　　　  があります！上限

4G/5G・LTEモバイルデータ通信に接続無線LANに接続

ディーガの圧縮技術なら録画番組をスマホで視聴しても高画質。
必要な通信容量も少ないから、より長時間楽しむことができます。

ビットレート
視聴時間

標準画質

通信優先

パケット節約

最高画質
4Mbps

2Mbps

3.5Mbps

1.5Mbps

650kbps

400kbps

150kbps

映画などをタブレットの大きい画面で見る時

旅行番組などをタブレットの大きい画面で見る時

映画などを高画質で楽しみたい時

旅行番組などを高画質で楽しみたい時

ドラマなどをスマホで見る時

バラエティ番組など動きの少ない番組をスマホで見る時

ニュースなど内容がわかれば良い時

約11.5時間

約23.5時間

約13.5時間

約31.5時間

約73時間

約119時間

約318時間

約0.5時間

約1.0時間

約0.5時間

約1.5時間

約3.5時間

約5.5時間

約15.5時間

（360p）

（180p）

（180p）

（1080p）

高 画 質（720p）

画 質
20GB 1GB

＊ 通信キャリアとの契約において、1カ月間あたりの高速通信できるデータ量に制限があります。
　　本表ではそれぞれ月間20GB、1GBの高速通信を契約した場合に、1カ月間で視聴できる時間の目安を表しています。
＊＊パケットは1Kバイト=1024バイト

■番組視聴可能時間の目安（1カ月あたり）＊　
■1時間あたりの
　 必要通信容量＊＊

通信容量（GB）

約1.7GB

約0.9GB

約1.5GB

約0.7GB

約0.3GB

約0.2GB

約0.1GB

番組に合わせて画質を選べる

テレビを置いていない部屋でも、放送中の番組や録画番組を高画質で視聴できます。
好きなドラマを見ながら夕食を準備したり、楽しみ方がさらに広がります。

最高画質

高画質

通常/標準画質

3.5Mbps

2.0Mbps

650kbps

録画転送

3.5Mbps

2.0Mbps

ー

放送転送
画質

ビットレート

宅内ネットワークに
おける画質設定

家の中でルーターに接続すればパケット量を気にせず高画質で見られる※1！
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ト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。 ●機能説明写真、シーン写真、イラストはイメージです。

と動作制限/機能対応はこちら。

通常録画中の動作制限
通常録画の本数品　番

なし３
チ
ュ
ー
ナ
ー

1～2番組同時

3番組同時

なし

1～2番組同時

3番組同時

なし

1番組

追加チャンネル
設定なし

追加チャンネル
設定あり＊

×

放送番組のリモート再生

○

○

○

○

×

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

録画番組のリモート再生

●録画中など、機種の状態によってはリモート視聴ができない場合があります。 ＊全自動録画の追加チャンネルを設定している場合、放送番組は本機が電源オン中または録画中はリモート視聴でき
ません。また、録画番組は本機が電源オン中はリモート視聴できません。 

4X1002/4X602/
2X602/2X302/2X202

ZR1/4T403/4T303/
4T203/4T103

2W202/2W102

２
チ
ュ
ー
ナ
ー

なし

1番組

2番組同時

○

○

×

○

○

○

全
自
動

●録画中など、機種の状態によってはリモート視聴ができない場合があります。 ＊1 全自動録画の追加チャンネルを設定している場合、放送番組は本機が電源オン中または録画中はリモート視聴でき
ません。また、録画番組は本機が電源オン中はリモート視聴できません。 ＊2 最高画質(1080p)の番組は端末によっては再生できない場合があります。 ＊3ディーガ本体でのスマホ転送番組の設定
が必要です。＊4 ネットワーク環境によっては、撮影ビデオを安定して再生できない場合があります。撮影ビデオはスマートフォンに持ち出して再生することをおすすめします。 ＊5 スマートフォンアプリ
「どこでもディーガ」（無料）で再生できる音楽データは、「ディーガ」で変換したAAC/ＦＬＡＣ/ＷＡＶ形式です。ＦＬＡＣ/ＷＡＶ形式を再生するにはディモーラのプレミアム会員登録（有料）が必要です。

●ご利用には、インターネットの接続が必要です。FTTH（光）などのブロードバンド回線を推奨。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。 ●お使いの携帯電話回線およびネットワーク環境によっては、再生映像が途切れるなど正しく視聴できない場
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、ルーターの取扱説明書をご確
認ください。 ●Apple、iPhone、iPod touch、iPad、iPad Proは、米国および他の国 で々登録されたApple Inc. の商標です。iPad miniはApple Inc. の商標です。App StoreはApple Inc. のサービス
マークです。●Android™、Google Play、Google Homeは、Google LLC の商標です。 ●利用できるサービス内容や画面は予告なく変更する場合があります。 ●操作画面は改善などのた
め予告なく変更する場合があります。

機能対応表
写真/動画　  の
宅外リモート再生

4T403
4T303
4T203
4T103

ZR1

2W202
2W102

4X1002＊1/
4X602＊1

2X602＊1/
2X302＊1/
2X202＊1

シリーズ（品番）リモート視聴可能な録画先

内蔵
ハードディスク

USB
ハードディスク

放送転送/
録画転送

●

写真/動画　  の
再生
＊4＊4

●

音楽       の
再生
＊5＊5

●

●

ー

ー

番組
持ち出し

●

お店
マップ

●

スマホで
音声検索

●

スマホで
設置設定

4K番組の
放送転送

●

ー

ただいま
転送

●

ー

ー

お録りおき
連携

チャンネル
録画一覧

●

●
（ドラマ・アニメ）

ー

ー

4K
録画転送

●

ー

4K録画番組
持ち出し

●

ー

持ち出し番組の
画質設定

1080p＊2＊3(4Mbps/2Mbps)
  720p(3.5Mbps/1.5Mbps)
  360p(650kbps)
  180p(400kbps)
  180p(150kbps)

720p(3.5Mbps/1.5Mbps)
360p(650kbps)
180p(400kbps)
180p(150kbps)
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※1 別途、通信費が必要です。※2 画面イメージはDMR-4T403の場合。画面デザインや設定手順は機種によって異なります。※3 2020年秋以降のモデルは、4KDRモード/4K画質モード
の録画番組のお引越しダビングに対応しています。ダビング元、ダビング先の両方が4K衛星放送の録画番組のお引越しダビングに対応している必要があります。対応していない機器は、
ハイビジョン画質（1.5倍～１5倍録モード）に録画モード変換するとダビング可能です。※4 2012年秋以降の当社製お引越しダビング搭載機器が対象です。お引越し元と、お引越し先の品
番の組み合わせにより写真のお引越しに対応してない場合があります。詳しくは（https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/network/dubbing.html）をご覧ください。

スマホアプリ「どこで 

ディーガから設定する場合のステップです。ディーガ以外の機器の場合は画面等異なります。 ※2

無料スマホアプリをスマホにダウンロードするSTEP4

〈動作環境〉
●iOS 14.7以降のiPhone/iPod touch/iPad/iPad Pro/iPad mini
●Android™7.0以降のアンドロイド端末

●「どこでもディーガ」のご利用には、インターネットの接続が必要です。
　FTTH（光）などのブロードバンド回線を推奨。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。

無料

ダウンロードはこちら

https://panasonic.jp/
support/av/d_diga/

設定
らくらく！

ネットワークへの接続

かんたんネットワーク設定を
実施

ネットワーク設定を選択リモコンのホームボタンを押して
設定を選択

ディーガを無線LANルーターにLANケーブ
ル、または、無線LANで接続します。

ディーガをネットワークに接続するSTEP1

宅外リモート接続機能の確認

ディーガの「宅外リモート接続機能」が「入」に
なっていることを確認してください。

上記操作後、リモコンでディーガの電源を切ってください。 準備完了
●設定について、詳しくはディーガの取扱説明書を
ご確認ください。 

ディーガの宅外リモート接続を設定するSTEP3

宅外リモート接続機能を
「入」にする

宅外リモート接続設定を
選択

ネットワーク設定を選択リモコンのホームボタンを
押して設定を選択

ソフトウェア アップデート

●最新ソフトウェアがある場合は、右記手順でソフト
ウェアのバージョンアップができます。

アプリを使用する場合、ディーガ本体のソフト
ウェアのアップデートが必要な場合があります。

ディーガのソフトウェアの更新確認をするSTEP2

機器設定を選択 ソフトウェア更新
(ネットワーク)を選択

リモコンのホームボタンを押して
設定を選択

ソフトウェア更新の実行を選択 「はい」を選択

① ② ③

⑤④

で手に入れよう
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※5 「スマホでお引越しダビング」は4T403/4T303/4T203/4T103のみ対応。※6 お引越しできるのは通常録画番組のみ（全自動録画番組、ドラマ・アニメ１クール自動録画番組は非対
応）です。レコーダーはスマートフォンとのペアリングとネットワーク接続が必要です。「どこでもディーガ」非対応機種の場合は、本機能をご利用いただけません。●操作画面は機種によって異
なる場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。●このパンフレット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。●機能説明写真、シーン
写真、イラストはイメージです。

もディーガ」（無料※1）を楽しもう！

Wi-Fiを「オン」

使用中のディーガがつながってい
る無線LANブロードバンドルー
ターを選択

Wi-Fiアンテナアイコンの
表示で接続完了

スマホの無線LAN（Wi-Fi）設定を実施し、
使用中のディーガがつながっている
無線LANルーターを選択します。

スマホ/タブレットの無線LAN（Wi-Fi）を設定して、アプリを起動するSTEP5

つなげる機器を選択
スマホの画面に接続可能なディーガが表示
されていることを確認し、選択します。

ペアリング後、90日間は放送中番組/録画済み番
組の宅外リモート視聴が可能です。宅内ネット
ワークに接続して本アプリを起動するとペアリン
グ期限を更新します。取り込み済みのCD楽曲、写
真/動画の宅外リモート視聴は、ペアリング期限
の更新は不要です。

「どこでもディーガ」の
使い方について詳しくは、

https://panasonic.jp/
support/av/d_diga/

設定や番組等の
お引越し

買い替え前に使用していたディーガの予約番組の設定をお引越し（コピー）することができます。詳しくはサポートサイト
（https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/faq/d_diga/rectimer_copy.html）を参照ください。
また、録りためた録画番組や写真を別のディーガにダビングできる※3「お引越しダビング※4」がスマホからもできるよう
になりました。※5 ※6

STEP6 スマホとディーガをつなぐ

「CLUB Panasonic」の
IDを取得済み

「CLUB Panasonic」に
会員登録

「CLUB Panasonic」の
IDを未取得

ログインしてはじめる

CLUB Panasonic（無料）を利用するSTEP7
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楽しさもっと広がる！ 

※1 ブルーレイディスク/DVD・CD等のディスク再生や、ディスクへのダビング、写真/動画のディスクへの保存等のディスクトレイを使った機能は使用できません。ただし音楽CDのディーガへ
の取り込み（CDリッピング）は使用できます。●USBハードディスクの使用はできません。●本機能のご使用にはデジタル放送を受信する環境とディーガ本体へのアンテナケーブルの接続が必
要です。●スマートフォンアプリ「どこでもディーガ」（無料）のダウンロード、インターネット環境および無線LANブロードバンドルーターが必要です。●詳しくは「スマホで設置設定」ページ
（https://panasonic.jp/support/av/diga126/）をご覧ください。※2 ホームネットワークＷアプリで転送モードを“すべて転送”に設定しておく必要があります。 ●「どこでもディーガ」のご利用

使って便利！

先進機能
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テレビを持っていなくても、
テレビ番組をスマホで楽しめる！※1

テレビを持たないご家庭でも、4Tシリーズがあればテレビ番組の録画予約や再生をスマホで楽しめます。
お買い上げ設置設定もスマホだけでOK! 本体にアンテナ線と電源を接続しておけば、スマートフォンや
タブレットの「どこでもディーガ」（無料）を使ってディーガ本体のネットワーク設定やチャンネル受信設定
などの設置設定を行うことができます。

スマホで設置設定

●対応機種：4T403/4T303/4T203/4T103

テレビにつながないと、レコーダーの設置設定ができない。

4Tシリーズ以外

テレビがなくても、スマホからかんたんにディーガの設置設定ができる。

4Tシリーズ（4T403/4T303/4T203/4T103）

スマホだけで
設定が
完了します！



先進の便利機能も充実！

には、インターネットの接続が必要です。FTTH（光）などのブロードバンド回線を推奨。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。 ●操作画面は機種によって異なる場合が
あります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ●このパンフレット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。 ●機能説明写真、シーン写真、イラスト
はイメージです。

スマートフォンアプリ「どこでもディーガ」（無料）のダウンロードが必要です。 iOS14.7以降、Android™7.0以降に対応。
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お留守番中のペットの様子を
保存できるHDペットカメラ連携。

●対応機種：4X1002/4X602/2X602/2X302/2X202/ZR1/4T403/4T303/4T203/4T103
＊HDペットカメラを接続、撮影回数60回/日の場合。HDペットカメラで撮影した映像は、合計で最大40,000ファイルまで本機に記録することができます。

ペットの様子を自動で追尾して録画する別売のHDペットカメラと連携可能。
最大22カ月間分＊の動画を保存しておくことができます。

microSD
保存

HDペットカメラ
KX-HDN215-K

動きを検知
自動追尾＆録画

micro
SD

ここ
が

ポイ
ント！

ディーガと連携すれば
お留守番中のペットの
意外なかわいい瞬間を
たっぷり残せます！

スマホや
テレビで楽しめる

撮影した動画は
すべてディーガに自動転送※2

スマホや

撮影した動画は
すべてディーガに自動転送※2

ブルーレイ
ディスクにも残せる

HDペットカメラ連携



※1 別途、通信費が必要です。※2 ●放送中番組/録画済み番組の宅外リモート視聴：スマートフォンやタブレットと本機を宅内ネットワークに接続してスマートフォンアプリにて機器登録（ペアリング）が
必要です。90日間、宅内ネットワークに接続して使用しなかった場合はペアリング期限の更新が必要です。放送制限により視聴できないチャンネルがあります。●取り込み済みのCD楽曲、写真/動画の
宅外リモート視聴：スマートフォンやタブレットと本機を宅内ネットワークに接続してスマートフォンアプリにて機器登録（ペアリング）が必要です。ペアリング期限の更新は不要です。●本機に登録できる
端末は最大6台ですが、外出先から同時に視聴できるのは1台のみです。本機の使用状況によっては視聴できない場合があります。本機を日本国内に設置のうえ、私的使用の範囲でお使いください。
ご利用のネットワーク環境により、ファイアウォールや無線ブロードバンドルーターの設定が必要になる場合があります。IPv4（PPPoE等）の接続環境でご使用ください。「v6プラス」、「transix」等のIPv4

「どこでもディーガ」なら！

見逃し配信よりも快適！
いつでもどこでもスマホで番組を楽しめる！
「どこでもディーガ」のここがスゴイ！　▶P.4

外出中でも、生放送の番組や
スポーツ中継をスマホで楽しめる!
リアルタイム視聴　▶P.7

迫力ある映画を
タブレットの大画面でも楽しめる！
番組持ち出し　▶P.9

気になる番組や写真/動画、好きな音楽を

※2

ディーガにためてスマホで
楽しめる！
ディーガにためてスマホで
楽しめる！無料スマホアプリ※1

流行りのアニメを自動で録りためて
好きな時にスマホで見られる！

▶P.5

「どこでもディーガ」って、何ができるの？
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スマートフォンアプリ「どこでもディーガ」（無料）のダウンロードが必要です。 iOS14.7以降、Android™7.0以降に対応。

使いやすい「ホーム画面」で
快適操作！

詳しくはP12へ「お店マップ」機能
テレビで紹介された飲食店をかんたんチェック！

Point 1
ショートカット＆カスタマイズ機能
よく使う機能を自分好みにセッティング可能！

Point 2
すぐに見られるリアルタイム視聴
放送中の番組もホーム画面からスグ再生！

Point 3ホーム
ボタン

over IPv6環境では正常動作しない場合があります。共用設備などでセキュリティレベルが高く設定されている環境ではご利用になれない場合があります。携帯電話回線での宅外視聴では
多くのパケットが必要となります。パケット料金にご注意ください。海外で視聴する場合は、上記の他、お使いの端末が各国の規制基準を満たしておらず使用が認められない場合がありますので、
端末の仕様と各国の法規をご確認ください。●操作画面は機種によって異なる場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。●このパンフレット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。●機能説明写真、シーン写真、イラストはイメージです。

ただいま転送
▶P.10

スマホで好きな番組を
見ながらSNSも同時に使える！
ピクチャ・イン・ピクチャ再生
（iOS機器のみ）
▶P.11

番組で知ったSNS映えする
スイーツ店を
かんたん検索！
お店マップ
▶P.12

サブスク未配信の音楽CDがスマホで聴ける！ CDリッピング ▶P.18-19

通勤時間で見るドラマも
毎日自動で
ダウンロード！

再生速度を変えて
自分に合った視聴ができる！
早見再生＆
ゆっくり再生
▶P.10

いつでもどこでも自由に楽しむ

好きなところで録る・見る

好きなところに持ち出す

便利機能

・・・・・・・P4-5

・・・・・・・・・・・P6-7

・・・・・・・・・・・・P8-9

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P10-13

もっと知りたい！ディーガの機能

設定らくらく！

使って便利！先進機能

・・・P20-21

・・・・・・・・・・・・・・・・・・P22-23

・・・・・・・・・・・P24-25

・・・・・・・・・・P14-17テレビやスマホで楽しむ

番組 写真/動画

・・・・・・・・・P18-19好きなところで音楽を聴く

音楽

その他
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panasonic.com/jp

このパンフレットの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店にご相談ください。

〒140-0002
東京都品川区東品川1-39-9

このパンフレットの記載内容は
2023年5月1日現在のものです。

パナソニック株式会社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部

DVD-JJPSMR10

「どこでもディーガ」で、

毎日のスマホをもっと楽しく。

どこでもディーガ




