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LIXIL修理受付センターにご依頼いただければ…

メリット
ここが

電気工事もまとめて対応電気工事もまとめて対応

メリット
ここが

メリット
ここが

わかりやすい価格わかりやすい価格安心取付安心取付

LIXIL修理受付センターでの対応について5

●表示価格は2015年2月現在のメーカー希望小売価格です。
●価格はすべて税別価格です。
●仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
●当カタログ記載の商品写真は、印刷のため実際の色と異なります。現物などにてご確認のうえ、ご採用ください。
●お客さまの個人情報は、上記ホームページ掲載のプライバシーポリシーに沿って適切に取り扱っております。

●商品販売、商品取付、電気工事をまとめて対応いたします。

http://www.lixil.co.jp/support/インターネット・ホームページ

●注意事項  
・「地上デジタル放送が視聴できること」を P.1 を参考にご確認ください。ご自宅のアンテナ交換や調整など、地上デジタル放送を視聴可能とする作業は、お受けできかねます。
・INAX システムバスルーム専用商品です。ＩＮＡＸ以外のシステムバスルームには、対応できかねます。　
・後付け地デジチューナーを設置した場合においても、現在ご使用の浴室テレビの保証期間や補修用性能部品の保有期間は延長されません。　
・テレビ交換の場合、今までご使用の浴室テレビは回収できかねます。浴室テレビは、家電リサイクル法の対象外です。廃棄する場合は、お住まいの地方自治体の廃棄処分方法に従ってください。 

地デジ化 までの流れ

対応方法の詳細
内容を確認

事前確認の調整、事前
確認の実施、工事実施、
お支払い、完了

LIXIL修理受付
センターへ

Q1（P.1の を参照）

ご自宅での地デジ
受信方法の確認

地上デジタル対応ガイド
アナログ浴室テレビの
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どうしたら浴室で地デジが楽しめるの？
① ご自宅での地デジ受信方法を確認しましょう
② 地デジ化方法の説明　・・・３つの方法があります

お好みの地デジ化方法を選びましょう
ご自宅のアナログ浴室テレビと地デジ受信方法により地デジ化方法を選びます

「地デジテレビ」「ワンセグテレビ」への買替えについて

INAX システムバスルーム専用「後付地デジチューナー」の設置について

INAX メンテナンスでの対応について
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ビジネスのお客さま・携帯電話／PHSのお客さま

地デジ化のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

ナビダイヤル　受付時間/平日 9:00～19:00(年末年始等を除く)

http://www2.i-mate.co.jp/repair_guide/repair_guide_top.html

TEL.0570-011794

受付時間/9:00～20:00 (365日 受付)

TEL.      0120-179-411 FAX.      0120-179-456

商品に関するお問合せは、お客さま相談センターまで
受付時間/平日 9:00～18:00　土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL.      0120-179-400 FAX.      0120-179-430
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販売終了
いたしました
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お近くの電気店に
ご相談ください

地デジが受信できるように
ケーブルテレビ会社に

ご相談ください

地デジが受信
できるように

施設の管理者に
ご相談ください

ケーブルテレビで受信自宅のアンテナで受信 共聴施設（共聴アンテナ）で受信

Q1

同一周波数パススルー方式 （通常のアンテナ受信） 周波数変換パススルー方式

Q2 へ

Q2 へ Q2 へ Q2 へ

YES NO YES NO YES NO

このパンフレットで
詳しく説明します。
次頁のフローに
従って正しく
お選びください。

●注意事項
・チューナーはリビングや脱衣室に設置してください。天井裏に設置しないでください。
・外部入力が1系統使用できなくなります。
・BTV-1A は外部入力がないため対応できません。
・外部機器操作非対応の機器では浴室内からのチューナー操作はできません。
・コンセント設置工事や建築壁裏などの配線工事が必要です。

市販の地デジチューナーを設置するC方法

以下の方法があります。Q2

どうしたら浴室で地デジが楽しめるの？1

まず最初にご自宅での地デジ受信方法を確認しましょう。

地デジの配信方式が以下のどの方法であるかをご確認ください

どうしたら浴室で地デジが楽しめるの？1

地上デジタル放送を受信できる環境は整っていますか？
例えば、リビングのテレビで地デジが視聴できますか？

「UHF 帯域」での
周波数変換

※トランスモジュレーション方式には対応していません。

「UHF 帯域外」での
周波数変換

浴室をお買い求めいただいた
取扱店やお近くの電気工事店

などにご相談ください。

新しい地デジ浴室テレビに買い替えるＡ方法

浴室専用の後付地デジチューナーを設置するB方法

専用リモコンにより浴室内での
チューナー操作が可能です。
専用リモコンにより浴室内での
チューナー操作が可能です。

メリット
ここが

脱衣室などにチューナー
設置スペースが不要です。
脱衣室などにチューナー
設置スペースが不要です。

メリット
ここが

新品のテレビで
安心して長く使えます。
新品のテレビで
安心して長く使えます。

メリット
ここが

ワイド画面で地デジ放送を
楽しめます。
ワイド画面で地デジ放送を
楽しめます。

メリット
ここが

5 型ワイドテレビ

7 型ワイドテレビ

BTV-STB1A

12 型ワイドテレビ

電源（AC100V）電源
（AC100V）

後付地デジ
チューナー本体

アナログ
浴室テレビ
チューナー
ボックス

デジタル放送対応アンテナ

アナログ
浴室テレビ

リモコン受光部

映像・音声コード

後付地デジ
チューナーリモコン

本体

リモコン
リモコン受光部

LIXIL修理受付センターにて、
商品の取付けと電気工事を

セットでお受けするサービスも
行っております。

次項以降のフローに
従ってお進み下さい。

2015年3月までにケーブルテレビのアナログ放送
（デジアナ変換サービス）は終了する予定です。（一部地域は4月終了）

「デジアナ変換サービス」によってアナログテレビを視聴していた方は
地上デジタルチューナーを取り付けなければ視聴できなくなりますのでご注意ください。

※事業者によって終了日が異なるため、ご覧のケーブルテレビ局にお問い合わせください。

限定在庫品

ご好評により
販売を終了いたしました。
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お好みの地デジ化方法を選びましょう2

お好みの地デジ化方法を選びましょう2

品番：BTV-1A（画面サイズ：５型）
2005 年 3月製造打切り

品番：BTV-2A（画面サイズ：６型）
2006 年10月製造打切り

品番：BTV-3A
（画面サイズ：１０型）
2008 年 3月製造打切り

品番：BTV-3AR 
（画面サイズ：１０型）
2008 年 3月製造打切り

品番：BTV-4A
（画面サイズ：7 型ワイド）
2008 年 3月製造打切り

品番：BTV-4AR 
（画面サイズ：7 型ワイド）
2008 年 3月製造打切り

※ 上記テレビ以外（他社製品）の場合は、該当するテレビメーカーにお問い合わせください。
※ アナログ浴室テレビの補修用性能部品の最低保有期間は各機種の製造打切後６ヶ年です。

保有期間経過後の修理では該当する部品がない場合がありますのでご承知願います。

・自宅のアンテナで受信の場合
・共聴施設やケーブルテレビで同一周波数パススルー方式の場合、
　または周波数変換パススルー（UHF 帯域）方式の場合

新しい地デジ浴室テレビに
買い替える。

方法 Ａ

浴室専用の後付地デジ
チューナーを設置する。

方法 B

新しい地デジ浴室テレビに
買い替える。

方法 Ａ

浴室専用の後付地デジ
チューナーを設置する。

方法 B

新しい地デジ浴室テレビに
買い替える。

方法 Ａ

浴室専用の後付地デジ
チューナーを設置する。

方法 B

BTV-1203D、BTV-702D、

BTV-500W

新しい地デジ浴室テレビに
買い替える。

方法 Ａ

外部入力がないため
対応できません。

方法 B

・自宅のアンテナで受信の場合
・共聴施設やケーブルテレビで同一周波数パススルー方式の場合、
　または周波数変換パススルー（UHF 帯域）方式の場合

BTV-1203D、BTV-702D、

BTV-500W

・共聴施設やケーブルテレビで
　周波数変換パススルー（UHF 帯域外）方式の場合 BTV-1203D、BTV-702D

・共聴施設やケーブルテレビで
　周波数変換パススルー（UHF 帯域外）方式の場合 BTV-1203D、BTV-702D

※BTV-702D、BTV-500Wへの交換は、テレビの外形が小さくなり、
　既設テレビの固定ねじ穴が露出するなどの理由から対応しておりません。

※BTV-500Wへの交換は、テレビの外形が小さくなり、
　既設テレビの固定ねじ穴が露出するなどの理由から対応しておりません。

詳しくは

P.5へ

詳しくは

P.5へ

詳しくは

P.5へ

詳しくは

P.5へ

詳しくは

P.5へ

詳しくは

P.5へ

対応テレビ

対応テレビ

対応テレビ

BTV-1203D対応テレビ

BTV-1203D、BTV-702D対応テレビ

対応テレビ

※リモコン下部にボタンあり

※リモコン下部にボタンあり

現在ご使用のテレビ 地デジ化の方法

販売終了
いたしました。

販売終了
いたしました。

販売終了
いたしました。
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「地デジテレビ」「ワンセグテレビ」への買替え3 INAXシステムバスルーム専用「後付地デジチューナー」の設置4

●注意事項
・地上デジタル放送専用です。
・BS デジタル・110 度 CS デジタルチューナーは内蔵していません。
・天井点検口に直径３センチの穴を開け、リモコン受光部を取り付けます。 
・画質はスタンダードになります。（ハイビジョンではありません） 
・浴室テレビの FM ラジオ機能はご使用できなくなります。
・文字放送、電子番組表（EPG）機能に対応しています。
・データ放送、双方向サービスには対応していません。 
・外部入力が１系統使用できなくなります。  
・専門の取付作業や電気工事が必要です。
  システムバスルームをお買い求めいただいた取扱店や専門業者などにご相談ください。
・INAXの浴室テレビ以外には使用できません。
・現在ご使用の浴室テレビの保証期間や補修用性能部品の保有期間は延長されません。

・後付地デジチューナー本体
  （Ｂ-ＣＡＳカード内蔵、天井裏設置タイプ） 
・リモコン受光部　 ・リモコン 　　　・B-CAS カード　 　
・受光部中継コード　 ・映像音声コード

同梱部材

本体 リモコン受光部

リモコン

商品代 商品取付費 電気工事費

●メリット

LIXIL 修理受付センターにご依頼いただくと
後付地デジチューナー価格

￥60,000（税別） ￥90,000（税別）￥90,000（税別）

●商品概要

「ＢＴＶ-STB1A」

※離島の場合は除きます。

現在お使いの浴室テレビを
そのまま使えます。

脱衣室などにチューナー
設置スペースが不要です。

現在お使いの浴室テレビを
そのまま使えます。

脱衣室などにチューナー
設置スペースが不要です。

専用リモコンにより浴室内での
チューナー操作が可能です。
専用リモコンにより浴室内での
チューナー操作が可能です。

メリット
ここが

メリット
ここが

メリット
ここが

アナログ浴室
テレビリモコン

アンテナ

アナログ浴室テレビ
チューナーボックス

電源（AC100V）

アナログ
浴室テレビ

電源（AC100V）電源
（AC100V）

後付地デジ
チューナー本体

アナログ
浴室テレビ
チューナー
ボックス

デジタル放送対応アンテナ

アナログ
浴室テレビ

リモコン受光部

映像・音声コード

後付地デジ
チューナーリモコン

●設置イメージ

●リモコン操作イメージ

リモコンは天井リモコン受光部に
向けて操作してください。
リモコンは天井リモコン受光部に
向けて操作してください。

※ 「アナログ浴室テレビチューナーボックス」と「後付地デジチューナー本体」　
　 は段積み設置です。

セット
価格

設置後設置前

取替用部材セット

地デジテレビ

●商品概要

BTV-1A

BTV-2A

BTV-3A、BTV-3AR

BTV-4A、BTV-4AR

BTV-500W

BTV-1A2A-C5

対応なし

BTV-702D

BTV-1A2A-C7

対応なし

BTV-NA-C712

BTV-1203D

BTV-NA-C712
ご使用中の

テレビ

取替後のテレビ

ワンセグテレビ

液晶画面サイズ：１２型ワイド 
液晶視野角 ：上下左右各 80° 
本体サイズ： 高さ 228× 幅 389× 奥行 31 
消費電力：17Ｗ

取替用部材セット
（下記一覧から選択）
取替用部材セット
（下記一覧から選択） 商品代 商品取付費 電気工事費

LIXIL修理受付センターにご依頼いただくと

￥260,000（税別）
セット
価格

「ＢＴＶ-702D」

液晶画面サイズ：7 型ワイド 
液晶視野角 ：上 55°下 65°左右各 70° 
本体サイズ： 高さ 156× 幅 277× 奥行 31 
消費電力：10Ｗ

取替用部材セット
（下記一覧から選択）
取替用部材セット
（下記一覧から選択）

※離島の場合は除きます。

商品代 商品取付費 電気工事費

LIXIL修理受付センターにご依頼いただくと

￥190,000（税別）
セット
価格

■ ワンセグ放送専用です。ワンセグチューナー以外は内蔵されていません。ま
た、外部機器を接続することはできません。

■ 地上デジタル放送を受信するには地上デジタル放送用のアンテナを設置す
る必要があります。対応する地デジの配信方式は P.1 および P.3～4 をご
確認ください。 

■ ワンセグ放送は携帯端末用の放送サービスのため、画面が粗く感じられたり、映
像の動きがなめらかでなかったり画面が乱れたりする場合があります。 

■ 詳しくはシステムバスルームのカタログをご確認ください。

「ＢＴＶ-500Ｗ」

※リモコンは付属
　していません。

液晶画面サイズ：5 型ワイド 
液晶視野角 ：上 50°下 60°左右各 65°  
本体サイズ： 高さ 122× 幅 234× 奥行 27 
消費電力：9Ｗ

取替用部材セット
（下記一覧から選択）
取替用部材セット
（下記一覧から選択）

※離島の場合は除きます。

商品代 商品取付費 電気工事費

LIXIL修理受付センターにご依頼いただくと

￥100,000（税別）
セット
価格

「ＢＴＶ-1203D」

■ 地上アナログ・BS デジタル・110 度 CSデジタル・ワンセグチューナー
は内蔵していません。

■ B-CAS カードは、浴室テレビ本体に内蔵されています。 
■ 使用できる外部入力は1系統のみとなります。
■ 詳しくはシステムバスルームのカタログをご確認ください。

■ 地上アナログ・BS デジタル・110 度 CS デジタル・ワンセグチューナー
は内蔵していません。 

■ B-CAS カードは、浴室テレビ本体に内蔵されています。
■ 使用できる外部入力は1系統のみとなります。
■ 詳しくはシステムバスルームのカタログをご確認ください。

●注意事項
・受信環境や設置スペースによってはご希望のテレビに買い替えできない場合があります。
　また下見が必要となる場合があります。
　※テレビ裏の配線には、25mm以上の壁裏空間が必要です。

・浴室テレビのFMラジオ機能はご使用できなくなります。
・BTV-1203Dは、文字放送、データ放送、電子番組表（EPG）機能に対応しています。
　双方向サービスには対応していません。

・BTV-702D、BTV500Wは、文字放送、電子番組表（EPG）機能に対応しています。
　データ放送、双方向サービスには対応していません。

・BTV-702D、BTV-500Wはサウンドシステムとの接続はできません。
・専門の取替作業や電気工事が必要です。システムバスルームをお買い求めいただいた
　取扱店や専門業者などにご相談ください。

・本商品は当社のシステムバスルーム専用です。他の用途に使用しないでください。

12型ワイドは、黒を基調とした上質なデザインへ。さらに、地上デジタル放送のワイド映像をハイビジョンでお楽しみいただけます。

7型ワイドは、高精細液晶の搭載により従来機種に比べ画素数が約3倍に。よりきめ細やかな映像をお楽しみいただけます。

※離島の場合は除きます。
※プレシオGグレードは鏡埋め込み仕様のため、追加部材
（BTV-KGM-5460（3））［+¥60,000（税別）］が必要
となります。

※j-bathおよびj-bath styleで既設テレビがBTV-3A
またはBTV-3ARの場合、下記一覧で選択する取替用
部材セットはBTV-NA-C712からBTV-J3A-C12（2）
へ変更となります。［＋￥35,000（税別）］

限定在庫品 販売を終了
いたしました。
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「地デジテレビ」「ワンセグテレビ」への買替え3 INAXシステムバスルーム専用「後付地デジチューナー」の設置4

●注意事項
・地上デジタル放送専用です。
・BS デジタル・110 度 CS デジタルチューナーは内蔵していません。
・天井点検口に直径３センチの穴を開け、リモコン受光部を取り付けます。 
・画質はスタンダードになります。（ハイビジョンではありません） 
・浴室テレビの FM ラジオ機能はご使用できなくなります。
・文字放送、電子番組表（EPG）機能に対応しています。
・データ放送、双方向サービスには対応していません。 
・外部入力が１系統使用できなくなります。  
・専門の取付作業や電気工事が必要です。
  システムバスルームをお買い求めいただいた取扱店や専門業者などにご相談ください。
・INAXの浴室テレビ以外には使用できません。
・現在ご使用の浴室テレビの保証期間や補修用性能部品の保有期間は延長されません。

・後付地デジチューナー本体
  （Ｂ-ＣＡＳカード内蔵、天井裏設置タイプ） 
・リモコン受光部　 ・リモコン 　　　・B-CAS カード　 　
・受光部中継コード　 ・映像音声コード

同梱部材

本体 リモコン受光部

リモコン

商品代 商品取付費 電気工事費

●メリット

LIXIL 修理受付センターにご依頼いただくと
後付地デジチューナー価格

￥60,000（税別） ￥90,000（税別）￥90,000（税別）

●商品概要

「ＢＴＶ-STB1A」

※離島の場合は除きます。

現在お使いの浴室テレビを
そのまま使えます。

脱衣室などにチューナー
設置スペースが不要です。

現在お使いの浴室テレビを
そのまま使えます。

脱衣室などにチューナー
設置スペースが不要です。

専用リモコンにより浴室内での
チューナー操作が可能です。
専用リモコンにより浴室内での
チューナー操作が可能です。

メリット
ここが

メリット
ここが

メリット
ここが

アナログ浴室
テレビリモコン

アンテナ

アナログ浴室テレビ
チューナーボックス

電源（AC100V）

アナログ
浴室テレビ

電源（AC100V）電源
（AC100V）

後付地デジ
チューナー本体

アナログ
浴室テレビ
チューナー
ボックス

デジタル放送対応アンテナ

アナログ
浴室テレビ

リモコン受光部

映像・音声コード

後付地デジ
チューナーリモコン

●設置イメージ

●リモコン操作イメージ

リモコンは天井リモコン受光部に
向けて操作してください。
リモコンは天井リモコン受光部に
向けて操作してください。

※ 「アナログ浴室テレビチューナーボックス」と「後付地デジチューナー本体」　
　 は段積み設置です。

セット
価格

設置後設置前

取替用部材セット

地デジテレビ

●商品概要

BTV-1A

BTV-2A

BTV-3A、BTV-3AR

BTV-4A、BTV-4AR

BTV-500W

BTV-1A2A-C5

対応なし

BTV-702D

BTV-1A2A-C7

対応なし

BTV-NA-C712

BTV-1203D

BTV-NA-C712
ご使用中の

テレビ

取替後のテレビ

ワンセグテレビ

液晶画面サイズ：１２型ワイド 
液晶視野角 ：上下左右各 80° 
本体サイズ： 高さ 228× 幅 389× 奥行 31 
消費電力：17Ｗ

取替用部材セット
（下記一覧から選択）
取替用部材セット
（下記一覧から選択） 商品代 商品取付費 電気工事費

LIXIL修理受付センターにご依頼いただくと

￥260,000（税別）
セット
価格

「ＢＴＶ-702D」

液晶画面サイズ：7 型ワイド 
液晶視野角 ：上 55°下 65°左右各 70° 
本体サイズ： 高さ 156× 幅 277× 奥行 31 
消費電力：10Ｗ

取替用部材セット
（下記一覧から選択）
取替用部材セット
（下記一覧から選択）

※離島の場合は除きます。

商品代 商品取付費 電気工事費

LIXIL修理受付センターにご依頼いただくと

￥190,000（税別）
セット
価格

■ ワンセグ放送専用です。ワンセグチューナー以外は内蔵されていません。ま
た、外部機器を接続することはできません。

■ 地上デジタル放送を受信するには地上デジタル放送用のアンテナを設置す
る必要があります。対応する地デジの配信方式は P.1 および P.3～4 をご
確認ください。 

■ ワンセグ放送は携帯端末用の放送サービスのため、画面が粗く感じられたり、映
像の動きがなめらかでなかったり画面が乱れたりする場合があります。 

■ 詳しくはシステムバスルームのカタログをご確認ください。

「ＢＴＶ-500Ｗ」

※リモコンは付属
　していません。

液晶画面サイズ：5 型ワイド 
液晶視野角 ：上 50°下 60°左右各 65°  
本体サイズ： 高さ 122× 幅 234× 奥行 27 
消費電力：9Ｗ

取替用部材セット
（下記一覧から選択）
取替用部材セット
（下記一覧から選択）

※離島の場合は除きます。

商品代 商品取付費 電気工事費

LIXIL修理受付センターにご依頼いただくと

￥100,000（税別）
セット
価格

「ＢＴＶ-1203D」

■ 地上アナログ・BS デジタル・110 度 CSデジタル・ワンセグチューナー
は内蔵していません。

■ B-CAS カードは、浴室テレビ本体に内蔵されています。 
■ 使用できる外部入力は1系統のみとなります。
■ 詳しくはシステムバスルームのカタログをご確認ください。

■ 地上アナログ・BS デジタル・110 度 CS デジタル・ワンセグチューナー
は内蔵していません。 

■ B-CAS カードは、浴室テレビ本体に内蔵されています。
■ 使用できる外部入力は1系統のみとなります。
■ 詳しくはシステムバスルームのカタログをご確認ください。

●注意事項
・受信環境や設置スペースによってはご希望のテレビに買い替えできない場合があります。
　また下見が必要となる場合があります。
　※テレビ裏の配線には、25mm以上の壁裏空間が必要です。

・浴室テレビのFMラジオ機能はご使用できなくなります。
・BTV-1203Dは、文字放送、データ放送、電子番組表（EPG）機能に対応しています。
　双方向サービスには対応していません。

・BTV-702D、BTV500Wは、文字放送、電子番組表（EPG）機能に対応しています。
　データ放送、双方向サービスには対応していません。

・BTV-702D、BTV-500Wはサウンドシステムとの接続はできません。
・専門の取替作業や電気工事が必要です。システムバスルームをお買い求めいただいた
　取扱店や専門業者などにご相談ください。

・本商品は当社のシステムバスルーム専用です。他の用途に使用しないでください。

12型ワイドは、黒を基調とした上質なデザインへ。さらに、地上デジタル放送のワイド映像をハイビジョンでお楽しみいただけます。

7型ワイドは、高精細液晶の搭載により従来機種に比べ画素数が約3倍に。よりきめ細やかな映像をお楽しみいただけます。

※離島の場合は除きます。
※プレシオGグレードは鏡埋め込み仕様のため、追加部材
（BTV-KGM-5460（3））［+¥60,000（税別）］が必要
となります。

※j-bathおよびj-bath styleで既設テレビがBTV-3A
またはBTV-3ARの場合、下記一覧で選択する取替用
部材セットはBTV-NA-C712からBTV-J3A-C12（2）
へ変更となります。［＋￥35,000（税別）］

限定在庫品 販売を終了
いたしました。
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LIXIL修理受付センターにご依頼いただければ…

メリット
ここが

電気工事もまとめて対応電気工事もまとめて対応

メリット
ここが

メリット
ここが

わかりやすい価格わかりやすい価格安心取付安心取付

LIXIL修理受付センターでの対応について5

●表示価格は2015年2月現在のメーカー希望小売価格です。
●価格はすべて税別価格です。
●仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
●当カタログ記載の商品写真は、印刷のため実際の色と異なります。現物などにてご確認のうえ、ご採用ください。
●お客さまの個人情報は、上記ホームページ掲載のプライバシーポリシーに沿って適切に取り扱っております。

●商品販売、商品取付、電気工事をまとめて対応いたします。

http://www.lixil.co.jp/support/インターネット・ホームページ

●注意事項  
・「地上デジタル放送が視聴できること」を P.1 を参考にご確認ください。ご自宅のアンテナ交換や調整など、地上デジタル放送を視聴可能とする作業は、お受けできかねます。
・INAX システムバスルーム専用商品です。ＩＮＡＸ以外のシステムバスルームには、対応できかねます。　
・後付け地デジチューナーを設置した場合においても、現在ご使用の浴室テレビの保証期間や補修用性能部品の保有期間は延長されません。　
・テレビ交換の場合、今までご使用の浴室テレビは回収できかねます。浴室テレビは、家電リサイクル法の対象外です。廃棄する場合は、お住まいの地方自治体の廃棄処分方法に従ってください。 

地デジ化 までの流れ

対応方法の詳細
内容を確認

事前確認の調整、事前
確認の実施、工事実施、
お支払い、完了

LIXIL修理受付
センターへ

Q1（P.1の を参照）

ご自宅での地デジ
受信方法の確認

地上デジタル対応ガイド
アナログ浴室テレビの

1

2

3

5

4

どうしたら浴室で地デジが楽しめるの？
① ご自宅での地デジ受信方法を確認しましょう
② 地デジ化方法の説明　・・・３つの方法があります

お好みの地デジ化方法を選びましょう
ご自宅のアナログ浴室テレビと地デジ受信方法により地デジ化方法を選びます

「地デジテレビ」「ワンセグテレビ」への買替えについて

INAX システムバスルーム専用「後付地デジチューナー」の設置について

INAX メンテナンスでの対応について

どうしたら浴室で地デジが楽しめるの？
① ご自宅での地デジ受信方法を確認しましょう
② 地デジ化方法の説明　・・・３つの方法があります

お好みの地デジ化方法を選びましょう
ご自宅のアナログ浴室テレビと地デジ受信方法により地デジ化方法を選びます

「地デジテレビ」「ワンセグテレビ」への買替えについて

INAX システムバスルーム専用「後付地デジチューナー」の設置について

LIXIL 修理センターでの対応について

1

2

3

5

4
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ビジネスのお客さま・携帯電話／PHSのお客さま

地デジ化のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

ナビダイヤル　受付時間/平日 9:00～19:00(年末年始等を除く)

http://www2.i-mate.co.jp/repair_guide/repair_guide_top.html

TEL.0570-011794

受付時間/9:00～20:00 (365日 受付)

TEL.      0120-179-411 FAX.      0120-179-456

商品に関するお問合せは、お客さま相談センターまで
受付時間/平日 9:00～18:00　土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL.      0120-179-400 FAX.      0120-179-430
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販売終了
いたしました


