レグザサーバー/レグザブルーレイ接続マニュアルは裏面をご参照ください。

本製品をレグザで使用する場合には、本製品を登録してください。

・本製品がすでに他の対応機器で登録・初期化されている場合に、レグザで本製品をご使用になる
際には、改めて登録・初期化が必要です。この場合、記録されていた番組は全て削除されます。

通常録画用機器の登録（端子C）

●本説明書の記載内容

新しいUSBハードディスクを検出しました。
通常録画用に登録をしますか？
登録時にハードディスクは初期化されます。

・本説明書ではレグザと本製品との接続方法について記載しています。レグザの取扱説明書も必ずご参照ください。
・本説明書の内容は2015年11月20日現在のものです。ご使用のレグザの機種により、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。

はい

・SeeQVault™ に対応しておりません。

1

レグザの電源をONにしてください。

2

本製品が未登録の場合、「通常録画機器の登録（端子C）」の画面が
表示されます。登録する場合は「はい」を選んで

いいえ

を押します。

●登録しない場合は「いいえ」を選びます。

●登録・初期化

・本製品をレグザで初めてご使用される際は、レグザで本製品を登録・初期化する必要があります。登録・初期化した
場合は、本製品に記録されたデータ・録画された内容は消去されます。本製品を初期化する場合には、事前にバック

3

機器の登録

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。)

登録時にUSBハードディスクを初期化します。
よろしいですか？
接続されたハードディスクの内容は
消去されます。

・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。

はい

・レグザで登録・初期化すると、レグザ専用フォーマットになります。パソコン/レコーダーとレグザで本製品を併用す

いいえ

初期化の確認画面で

「はい」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。

ることはできません。レグザで初期化後、パソコン/レコーダーでご使用の場合は、パソコン/レコーダーで初期化が必

要です。ただし、NTFSフォーマット（出荷時フォーマット）でご使用の場合は、当社提供のフォーマット(初期化)ソフト
ウェアが必要になります。当社ホームページからダウンロードして、ご使用ください。
http://www.toshiba-personalstorage.net
去されます。

4

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

登録名を変更しなくてよい場合は「いいえ」を選択し、

を押して、

5 に進んでください。
登録名を変更する場合は、
「はい」を選択し、

・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

を押して、レグザの取

扱説明書をご参照の上、変更してください。

の容量はテレビの仕様によって異なります。

●ご使用の際

5

・レグザから本製品を取り外す際は、レグザの取り外し手順にしたがって取り外してください。

登録結果の内容を確認し、

終了

を押します。

・本製品の動作中（電源/ アクセスランプ点滅中）に、取り外したり、テレビ本体の電源を強制的に切ったり、電源プラ

グをコンセントから抜いたり、コンセントの元につながっているブレーカーを落としたりしないでください。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

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、レグザの取扱説明書をご参照ください。

さい。本製品をレグザから取り外し、USBケーブルをレグザから取り外し、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。

・テレビの電源プラグをコンセントから抜く際は、テレビで本製品の取り外し操作を行ってから、抜いてください。
・本製品はレグザのタイムシフトマシン機能には対応しておりません。

・タイムシフトマシン対応USBハードディスク（タイムシフト録画用と通常録画用の全てのUSB端子を使用するタイプ）
を接続すると、本製品はレグザには接続できません。

・本製品をレグザにUSBハブ経由で接続する場合には、必ず当社が動作確認済みのUSBハブを接続してご使用くださ

●本製品の電源を切ったり、USBケーブルを抜いたりするときには、
その前にこの操作をします。

・USBの転送速度は、接続機器の仕様により、USB2.0の転送速度になることがあります。詳しくは接続機器の取扱説

１.

い。USBハブの動作確認機器の詳細は、http://www.toshiba-personalstorage.netをご確認ください。
明書をご参照ください。

設定

を押し、

で [接続機器設定]→[通常録画用USBハードディスク設定]

と

の順に進みます。

・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、レグザ、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

２．機器の取り外しを

・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

３．取りはずす機器を

することはできません。

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。）

４．確認画面で、

で選び、
で選び、
で「はい」
を選んで

を押します。
を押します。
を押します。

停止の処理が始まり、終了すると
「USBハードディスクを取りはずしできます。」のメッセージが
表示されます。
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。

レグザ背面の
一例

1.レグザの電源を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ケーブルでレグザ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）
をレグザの背面にある録画用USB端子に挿し込みます。
※USB端子の位置はレグザのモデルにより異なります。
詳しくはレグザ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。
4.以上でレグザ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。

を押し

レグザ接続マニュアルは裏面をご参照ください。

本製品をレグザブルーレイで使用する場合には、本製品を登録してください。

レグザサーバー / レグザブルーレイ
接続マニュアル

・本製品がすでに他の対応機器で登録・初期化されている場合に、レグザブルーレイで本製品を
ご使用になる際には、改めて登録・初期化が必要です。この場合、記録されていた番組は全て削除
されます。

●本説明書の記載内容

・本説明書ではレグザサーバー / レグザブルーレイと本製品との接続方法について記載しています。
レグザサーバー / レグ
ザブルーレイの取扱説明書も必ずご参照ください。
・本説明書はレグザブルーレイを例に説明しています。
・本説明書の内容は 2015 年 11 月 20 日現在のものです。
ご使用のレグザブルーレイの機種により、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。
・SeeQVault™ に対応しておりません。

登録・初期化する
レグザブルーレイの電源をONにしてください。

テレビの電源を入れ、テレビ側の「入力切替」でレグザブ

●登録・初期化

ルーレイを接続した入力（例：HDMI１）に切り換えます。

・本製品をレグザブルーレイで初めてご使用される際は、
レグザブルーレイで本製品を登録・初期化する必要があります。
登録・初期化した場合は、本製品に記録されたデータ・録画された内容は消去されます。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。)
・レグザブルーレイの一部の機種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
レグザブルーレイ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。
・レグザブルーレイで登録・初期化すると、
レグザブルーレイ専用フォーマットになります。パソコン / テレビとレグザブル
ーレイで本製品を併用することはできません。
レグザブルーレイで初期化後、パソコン / テレビでご使用の場合は、パソコ
ン / テレビで初期化が必要です。ただし、NTFS フォーマット
（出荷時フォーマット）
でご使用の場合は、当社提供のフォーマ
ット ( 初期化 ) ソフトウェアが必要になります。当社ホームページからダウンロードして、
ご使用ください。
http://www.toshiba-personalstorage.net 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。
・レコーダー用に使用する場合、
レコーダー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、
その容量はレコーダーの仕様によって異なります。

リモコンのクイックメニューボタン
ニューを表示します。

で【HDD/ディスクの管理】を選んで

を押す

で【USB-HDDメニュー】➡【通常録画用】

➡ 【USB-HDD 登録設定】を選んで

を押す

を押す

●ご使用の際

・レグザブルーレイから本製品を取り外す際は、
レグザブルーレイの取り外し手順にしたがって取り外してください。
・本製品の動作中（電源 / アクセスランプ点滅中）に、取り外したり、
レコーダー本体の電源を強制的に切ったり、電源プラグ
をコンセントから抜いたり、
コンセントの元につながっているブレーカーを落としたりしないでください。
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は本製品を使用しないでください。
本製品をレグザブルーレイから取り外し、USB ケーブルをレグザブルーレイから取り外し、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下さい。
・レコーダーの電源プラグをコンセントから抜く際は、
レコーダーで本製品の取り外し操作を行ってから、抜いてください。
・本製品はレグザブルーレイのタイムシフトマシン機能には対応しておりません。
・本製品をレグザブルーレイに USB ハブ経由で接続する場合には、必ず当社が動作確認済みの USB ハブを接続してご使
用ください。USB ハブの動作確認機器の詳細は、http://www.toshiba-personalstorage.net をご確認ください。
・USB の転送速度は、接続機器の仕様により、USB2.0 の転送速度になることがあります。詳しくは接続機器の取扱説明書を
ご参照ください。
・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、
レグザブルーレイ、
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・程度にかかわらず、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。）

を押してメ

を押す

で【未登録】と表示されている行を選んで

で【USB-HDD を本機に登録する】を選んで

編集画面が表示されるので名前を入力し、

を押す

初期化が始まりますので、完了するまでお待ちください。
※初期化中にレコーダー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。

・設定が終わったら、

を押してください。

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、レグザブルーレイの取扱説明書をご参照ください。

取り外し
❶ レグザブルーレイの瞬速起動を「しない」に設定している場合
1. レグザブルーレイの電源をOFFにしてください。

電源OFF

USBケーブルをつなぐ

レグザブルーレイ
背面の一例

2. 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。

❷ レグザブルーレイの瞬速起動を「する」に設定している場合
本製品

※ 瞬速起動を設定している時間帯以外で取り外す場合は、❶と同様の操作を行ってください。

USBケーブルをつなぐ

1.レグザブルーレイのリモコンの

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（HDD専用）に
接続

続けます。

を押しながらレグザブルーレイ本体(上面)の

を押し

2. レグザブルーレイの電源が切れたことを確認します。
3. ❶の2と同様の操作を行ってください。

※USBマークが
左側となる向きで
差し込んでください。

※ 1で瞬速起勘を「しない」に設定し、電源を切ることでも、同様に操作できます。
※ SeeQVault は、NSM Initiatives LLC の商標です。
※ 一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

USBケーブル
DCコードプラグ

ACアダプタの
DCコードプラグをつなぐ

コンセント

1. レグザブルーレイの電源をOFFにしてください。

ACアダプタ

ACアダプタプラグを
コンセントにつなぐ

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ケーブルでレグザブルーレイ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）をレグザブルーレイの背面にある録画用USB端子に挿し
込みます。
※ USB端子の位置はレグザブルーレイのモデルにより異なります。
詳しくはレグザブルーレイ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。
4. 以上でレグザブルーレイ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。

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1
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