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録画機器選択

USB-HDD設定

視聴設定

各種設定

Language（言語）　　[日本語]

機器の初期化

項目選択 実行

USB-HDDを初期化する
USB端子を選択してください。

USB-HDDを初期化する
USB端子にはUSB-HDDを
1台のみ接続してください。

複数接続時には初期化できません。

USB1

USB2

決定
前に戻る戻る

機器の初期化

実行

初期化が完了しました。
[USB-HDD 1]

このUSB-HDDの常連録画時間
0時間

ファミリンク操作パネルやリモコン
ボタンからUSB-HDDの再生や
録画を行うことができます。

リモコンボタンから録画するには
録画機器選択での設定が必要です。

確認

決定

機器の初期化

項目選択 実行

USB-HDD容量のうち、常連録画に
割り当てる時間を設定してください。
（以下、標準（DR）での時間です）

常連録画とは、よく見る番組を
テレビが学習し、自動で録画する
機能です。

常連録画機能：有効
録画可能時間：約175時間
常連録画時間：約0時間

なし

10時間

20時間

40時間

決定
前に戻る戻る

録画機器選択

項目選択 実行

リモコンの録画ボタンで録画する機器を
設定します。

決定

機器の初期化

項目選択

実行

[USB1]のUSB-HDDを本機での
録画専用に初期化をします。

初期化するとこのUSB-HDDに
保存しているデータはすべて
消去されます。初期化後、
このUSB-HDDは本機での
録画専用となります。

本機で認識していないUSB機器が
接続されています。
初期化を行いますか？

接続機器数　1　　　　　　　   ：[○]
接続機器　　USB-HDD　    　：[○]
登録台数　　1台/16台　　　　：[○]

決定 前に戻る戻る

する しない

機器の初期化

項目選択

実行

初期化するとこのUSB-HDDに
保存しているデータはすべて
消去されます。初期化後、
このUSB-HDDは本機での
録画専用となります。

決定 前に戻る戻る

する しない

常連録画機能：有効
録画可能時間：約175時間
常連録画時間：約0時間

以上の設定で初期化を行いますか？

録画時に選択する

USB-HDD 1 USB-HDD

ファミリンクレコーダー

USB-HDDの選択

実行

AQUOSでの録画用に利用する
USB-HDDを選択してください。

決定

USB-HDD 1

前に戻る戻る

機器の登録解除

USB-HDDの選択

機器の取りはずし

常連録画設定

録画画質

省エネ設定

オートチャプター設定

機器の初期化

する しない

テレビ対応ハードディスク

アクオス 接続マニュアル

●本説明書の記載内容
・本説明書ではアクオスと本製品との接続方法について記載しています。アクオスの取扱説明書も必ずご参照ください。 
・本説明書はアクオスLC-40L5を例に説明しています。    
・本説明書の内容は2012年12月1日現在のものです。ご使用のアクオスの機種により、手順が異なる場合があります。
　　また、イメージやイラストは簡略化していますので、実際の表示とは異なる場合があります。
・他社テレビの接続確認は当社が独自に行ったものであり、テレビメーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。

●登録・初期化
・本製品をアクオスで初めてご使用される際は、アクオスで本製品を登録・初期化する必要があります。登録・初期化した
　場合は、本製品に搭載されているソフトウェアは使用できなくなります。また、本製品に記録されたデータ・録画された
　内容も消去されます。本製品を初期化する場合には、事前にバックアップしてください。(登録・初期化は、初回のみ必要
　で、次回からは不要です。)
・アクオスで登録を解除されますと、録画された番組は再生できません。再登録・初期化することで録画、再生が可能とな
　りますが、再登録・初期化される前に録画された番組は消去されますのでご注意ください。詳しくはアクオスの取扱説明
　書をご参照ください。
・ハードディスクに録画した番組は、録画したテレビ/レコーダーでしか再生できません。  (同じ型名であっても、別のテレビ/
　レコーダーでは再生できません。) 他のAV機器で登録・初期化すると、本製品に記録されたデータ・録画された内容は消
　去されます。
・アクオスで登録・初期化すると、アクオス専用フォーマットになります。PC/レコーダーとアクオスで本製品を併用
　することはできません。アクオスで初期化後、PC/レコーダーに接続する場合は、PC/レコーダーで初期化が必要です。
　初期化した場合は、本製品に記録されたデータ・録画された内容は消去されます。
　また、Windows® PC、NTFS for  MacをインストールしたMac PCに接続する場合は、特別なフォーマット（初期化）ソフト
　が必要になります。下記Webからダウンロードして、ご使用ください。
　http://CANVIO.jp
・テレビ用に使用する場合、テレビのシステム管理領域として一部のハードディスク容量が使用される可能性があり、その
　容量はテレビの仕様によって異なります。

●ご使用の際
・アクオスから本製品を取り外す際は、アクオスの取り外し手順にしたがって取り外してください。
・本製品が動作中(電源/アクセスランプ点滅中)に、取り外したり、テレビの電源を切らないでください。また、USBケーブ
　ル、ACアダプタを抜いたり、コンセントの元につながっているブレーカーを落とさないでください。故障や記録された
　データ・録画された内容消失の原因になることがあります。
・本製品の動作中に、停電や雷などによる瞬間的な停電が起こると、本製品に記録されたデータ・録画された内容がすべ 
　て消えたり、本製品が故障したりすることがあります。雷が鳴っているようなときには本製品を使用しないでください。　
　本製品をアクオスから取り外し、ＵＳＢケーブルをアクオスから取り外し、ACアダプタのACアダプタプラグをコンセント 
　から抜いてください。
・USB端子から十分な電源が供給されない場合は動作しません。
・USBハブを使用した複数台接続には対応しておりません。
・本製品は、付属のACアダプタで電源供給を行ってください。　
・お客様のご都合や、故障などにより、アクオス、もしくは本製品を交換した場合は、交換前に録画していた番組を再生する
　ことはできません。
・本製品のご使用においてデータの破壊または消失が発生した場合、原因や損害の内容・程度に関わらず、当社は一切責
　任を負いません。(当社ではデータ復旧・回復作業は行っておりません。)

アクオスの電源をONにしてください。
左記画面が表示されます。   
※しばらく待っても左記画面が表示されない場合は、
　次の　　へお進みください。   

リモコンのホームボタン            　 を押してメニューを表示します。

1.アクオスの電源をOFFにしてください。      
2.付属のACアダプタを本製品に接続し、コンセントに接続します。      
3.付属のUSBケーブルでアクオスと本製品を接続します。  
　付属のUSBケーブルのプラグ(平たく薄い方)を、本製品のUSBコネクタに挿し込みます。
　片方のUSBケーブルのプラグ(大きい方)をテレビの背面にある録画用USB端子に挿し込みます。    
　※USB端子の位置はアクオスのモデルにより異なります。
　　詳しくはアクオスの取扱説明書をご参照ください。     
　※図の向きでコネクタを接続してください。無理に差し込むと破損する恐れがあります。
　※USB端子から十分な電源が供給されない場合は動作しません。          
　※USBハブを使用した複数台接続には対応しておりません。     
4.以上でアクオスと本製品の接続は完了しました。ひきつづき、「登録・初期化」へお進みください。 
     

1.リモコンのホームボタン           　を押し、 
   「設定」→ 「視聴準備」→「USB-HDD設定」を選択し、　　を押します。       
2.「機器の取りはずし」を選択し、　　を押します。
3.「取りはずす」を選択し、　　を押します。 
　取り外しが終了するまでお待ちください。       
4.「USB-HDDは安全に取りはずすことができます。」というメッセージが表示されたら、「確認」で　
　を押します。 
5.本製品の電源/アクセスランプが消灯したら、USBケーブル、ACアダプタを取り外します。
　※本製品が動作中(電源/アクセスランプ点滅中)は取り外しを行わないでください。
　　故障や、本製品に記録されたデータ・録画された内容消失の原因となることがあります。
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ご注意

接　続

登録・初期化

取り外し

電源OFF

本製品

ACアダプタ

コンセント

アクオス LC-40L5
背面

DCコード
プラグ

USBケーブル

USB
マークは表

USB
マークは表

ACアダプタプラグを
コンセントにつなぐ

USBケーブルをつなぐ

USBケーブルをつなぐ

DCコード
プラグ

USBケーブルをつなぐ

決定

決定

決定

決定

ホーム

1

「設定」→       「視聴準備」→「USB-HDD設定」を選択し、　　を押しま
す。

3

2

2

ホーム

※アクオスでご使用の場合は、アクオスでの登録・初期化が必要です。

決定 押す

設定

する

する

する

選択

確認

選ぶ

選ぶ

選ぶ

視聴準備

USB-HDD
設定

「機器の初期化」→「する」を選択し、　　を押します。4

決定 押す

初期化するハードディスクを接続しているUSB端子を選択し、　　 を押
します。

5

決定 押す

「する」を選択し、　　 を押します。6

決定 押す

決定 押す

決定

常連録画時間を選択します。この例では「なし」を選択していますが、必
要に応じて常連録画時間を選択し、　　を押してください。
※常連録画時間について、詳し
　くはアクオスの取扱説明書
　をご参照ください。

「する」を選択し、　　 を押します。初期化が始まりますので、完了するま
でお待ちください。    
※初期化中にテレビの電源を切らないで
　ください。また、USBケーブル、ACアダ
　プタを抜かないでください。故障や、本
　製品に記録されたデータ・録画された内
　容消失の原因となることがあります。

8

7

初期化が完了したら、左記画面が表示されますので、「確認」で 　　を押
します。

9

決定 押す

左の画面が表示された場合は、録画機器選択で、本製品を選択し、　　を
押します。

決定 押す

左の画面が表示された場合は、USB-HDDの選択で、本製品を選択し、　
　　を押します。

決定 押す

以上で、本製品の登録・初期化は完了しました。
録画や再生の方法については、アクオスの取扱説明書をご参照ください。

ホーム番組表（予約）

決定 押す

決定

決定

決定

決定

決定

決定

決定

決定

押す

決定

写真を見る

音楽を聴く

USBメディア

※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

ACアダプタの
DCコードプラグを
つなぐ
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2

1

※USB3.0マークが
　左側となる向きで
　差し込んでください。

図の向きでコネクタを
接続してください。
無理に差し込むと
破損する恐れがあります。
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