アクオス接続マニュアルは裏面をご参照ください。

本製品を〈ブラビア〉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、
〈ブラビア〉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。

〈ブラビア〉の電源をONにします。

●本説明書の記載内容

ホームボタンを押します。

・本説明書では〈ブラビア〉
と本製品との接続方法について記載しています。
〈ブラビア〉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〈ブラビア〉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。
・SeeQVault™ に対応しておりません。

●登録・初期化

・本製品を
〈ブラビア〉
で初めてご使用される際は、
〈ブラビア〉
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。）

[設定]を ・

ボタンで選択します。

テレビ
アプリケーション
接続機器

設定

・〈ブラビア〉
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・初明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〈ブラビア〉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。

・〈ブラビア〉
で登録・初期化すると、
〈ブラビア〉専用フォーマットになります。パソコン / レコーダーと
〈ブラビア〉
で本製品を

テレビ
アプリケーション
接続機器

[機能設定］を ・ ボタンで選び、

を押します。

設定

併用することはできません。
〈ブラビア〉
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

［録画用HDD（ハードディスク）設定］

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。

−［録画用に登録］を ・ ボタンと

・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。

画面の指示に従って ・

●ご使用の際

ボタンと

で選択します。
を使い、

本製品を〈ブラビア〉に登録します。

・〈ブラビア〉から本製品を取り外す際は、
〈ブラビア〉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、
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さい。本製品を

〈ブラビア〉から取り外し、USB ケーブルを
〈ブラビア〉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。
・USB ハブを使用した複数台接続には対応しておりません。

・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

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、
〈ブラビア〉の取扱説明書をご参照ください。

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、
〈ブラビア〉、
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。)

1. リモコンのホームボタン

を押し、

「設定」→「機能設定」→「録画用HDD（ハードディスク設定）」を選択し、
2．
「登録解除」を選択し、

を押します。

を押します。

3．登録解除の確認メッセージが表示されたら、
「はい」を選択し、

を押します。

4．取り外しができる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。

〈ブラビア〉
背面の一例
USB 端子

1.〈ブラビア〉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〈ブラビア〉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〈ブラビア〉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〈ブラビア〉のモデルにより異なります。
詳しくは〈ブラビア〉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〈ブラビア〉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。

〈ブラビア〉接続マニュアルは裏面をご参照ください。

本製品をアクオス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、アクオス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。

・本説明書の内容は 2015 年 11 月 20 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。・・・・・
・SeeQVault™ に対応しておりません。

●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。）

・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・初明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。パソコン / 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、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
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。

・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さい。本製品をアク

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。

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。

・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。
・USB ハブを使用した複数台接続には対応しておりません。

・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、
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。)

USB 端子

※ 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。

アクオス背面の一例

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）
をアクオス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。

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1
所在地は変更になることがあります。
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