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らくらくスタート
ボタンを押すだけで

一発起動！

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン

液晶テレビ

KDL-55HX80R / KDL-46HX80R / KDL-40HX80R / KDL-32EX30R / KDL-26EX30R

放送中の番組を見る

10 ページ
番組を録画予約する

12 ページ
録画した番組を見る

14 ページ

ダビングする

18 ページ
録画した番組を消す

20 ページ
接続と準備

6 ページ

4-261-314-04(1)
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らくらくスタートメニューで

らくらくスタートメニューから、本機でよく使う基本機能を操作できます。
テレビ番組の録画やダビングなどを、簡単に行えます。

テレビをらくらく操作

らくらくスタートボタンで 
らくらくスタートメニューを表示する

で画面の項目を選ぶ

らくらくスタートメニュー

終了する

終了する

選ぶ

決定する

決定ボタンで確定する

らくらくスタートメニュー

終了する

終了する

選ぶ

決定する

放送中の番組を見る
放送中のテレビ番組を見たい ページ10

番組を録画予約する
番組表で録画したい ページ12

録画した番組を見る
本機に録画した番組を見たい ページ14

ダビングする
録画した番組をディスクにコピーしたい ページ18

録画した番組を消す
録画した番組を消したい ページ20

接続と準備
本機をお使いいただくために必要な接続と準備です。 ページ6

使いかたを知りたい
本機の便利な使いかたや、よくあるお問い合わせを確認できます。
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らくらくスタートメニュー

使いかたの流れ
ここでは基本的な使いかたの流れを説明しています。

放送中の番組を見る
放送中のテレビ番組を見たい ページ10

番組を録画予約する
番組表で録画したい ページ12

録画した番組を見る
本機に録画した番組を見たい ページ14

ダビングする
録画した番組をディスクにコピーしたい ページ18

録画した番組を消す
録画した番組を消したい ページ20

接続と準備
本機をお使いいただくために必要な接続と準備です。 ページ6

使いかたを知りたい
本機の便利な使いかたや、よくあるお問い合わせを確認できます。

ディスクの番組を見たい ページ16

※本書では、KDL-40HX80R / 32EX30Rのイラストを使用しています。　※本書で使われている画面イラストと、実際に表示される画面は異なることがあります。
※本書で使われている画面イラスト内の番組名は一例であり、実際の放送局での放送内容や実際の人物、地名などと関係ありません。
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スタンドを取り付ける
KDL-55HX80R / 46HX80R / 40HX80Rの場合

スタンドを組み立てる 
（KDL-40HX80Rのみ）
1 ドライバーとスタンド取付手順書を用意する。

テレビにスタンドを取り付ける前に、スタンド
を組み立てます。付属のネジに合ったドライ
バーをご用意ください。

別紙のスタンド取付手順書をご覧になり、あら
かじめスタンドを組み立ててください。

スタンドを取り付ける

1 

2 

3 （KDL-40HX80Rのみ）

STEP 1 STEP 2

転倒防止の処置をしないと、本機が転倒し、け
がの原因となることがあります。
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KDL-32EX30R / 26EX30Rの場合

スタンドを組み立てる

1 ドライバーとスタンド取付手順書を用意する。

テレビにスタンドを取り付ける前に、スタンド
を組み立てます。付属のネジに合ったドライ
バーをご用意ください。

別紙のスタンド取付手順書をご覧になり、あら
かじめスタンドを組み立ててください。

スタンドを取り付ける

1 

2 

STEP 1 STEP 2

転倒防止の処置をしないと、本機が転倒し、け
がの原因となることがあります。



Actual total number: Sony KDL-32EX30R  4-261-314-01 (1)  (OTF)

6

接続する
地上波と衛星放送の信号が 混合の場合

STEP 1

接続と準備  はじめに準備をする

ウ イ

イ

ア

地上デジタル
入力

BS/110度CS
IF 入力

ＣＡＴＶ

UHFアンテナ 
（地上デジタルを受信）

本機後面

ケーブルテレビ
放送会社衛星アンテナ

壁のアンテナ端子から 
（UHF/BS/110度CS混合）

BS/110度CS  
IF入力端子へ

地上デジタル
入力端子へ

：信号の流れ

 

UHF用同軸アンテナケーブル
（別売り、EAC-DS15SS（2010年9月現在）など）

F接栓型のアンテナケーブルや、金属製コネクターのね
じ込みタイプのケーブルをお使いください。

F接栓型プラスチック製

1.5mm以下

 

衛星用同軸ケーブル
（別売り）

 

110度CSデジタルに対応した 
CS/BS/地上波放送対応分波器
（別売り、EAC-DSSM2（2010年9月現在）
など）

全端子電流通過型のCS/BS/地上波放送対
応分配器（別売り、EAC-DSD12（2010年 
9月現在）など）もご使用できます。
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地上波と衛星放送の信号が 個別の場合

これ以外の接続
 別冊の取扱説明書の「接続する」を 
ご覧ください

イ

ア

地上デジタル
入力

BS/110度CS
IF 入力

本機後面

衛星アンテナ

壁のアンテナ端子から 
（BS/110度CS）

UHFアンテナ 
（地上デジタルを受信）

壁のアンテナ端子から 
（UHF）

BS/110度CS  
IF入力端子へ

地上デジタル
入力端子へ

：信号の流れ

 芯線が曲がると金属部分に触れ、ショートの原因となります。

 現在お使いのUHFアンテナやアンテナケーブルでも地上デジタ
ルを受信できます。詳しくは、お買い上げ店にお問い合わせく
ださい。

 ケーブルテレビでも地上デジタルを受信・視聴できます。お住
まいの地域のケーブルテレビで地上デジタルが放送開始され
ているかは、ケーブルテレビ放送会社にお問い合わせくださ
い。ケーブルテレビ放送会社によって送信方式が異なります
が、本機は パススルー方式のすべての周波数に対応しています。

 衛星アンテナをつなぐと、高画質・高音質で、各種テレビ放送・
データ放送・ラジオ放送が楽しめます。

 BSデジタルの有料放送や110度CSデジタルは受信契約が別途
必要です。

 接続後に本機前面の  ランプが緑色に点滅する場合には、
別冊の取扱説明書の「よくあるトラブルと解決方法」の「表示」
をご覧ください。
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はじめに準備をする（つづき）

B-CASカードを入れる
1 同封の「ビーキャス（B-CAS）カード使用許
諾契約約款」の内容を読み、了解されたう
えで、台紙からB-CASカードをはがす。

はがす。

2 B-CASカードを奥までしっかり挿入する。

図のとおり、印刷された
矢印の方向に挿入する。

本機後面

初期設定の準備をする

1 リモコンに電池を入れる。

との向きをリモコンの表示にあわせ、単4
型（R03）乾電池（付属）を入れてください。

電池カバーをきちんと閉めてください。リモコ
ン裏側のボタンが動作しないことがあります。

2 すべての接続が終わった後、電源コードを
つなぐ。

ハードディスクの動作中に振動や衝撃を与える
と、ハードディスクが故障することがあります。 
電源コードをつないだ直後は内部処理のため
ハードディスクが動作します。





壁のコンセントへ

STEP 2 STEP 3

ディスクスロットにB-CASカードを挿入し
ないでください。故障の原因となることが
あります。

番組の著作権保護のためデジタル放送は、
B-CASカードを挿入していないと視聴や録
画をすることができません。

B-CASカードが貼ってある台紙の内容にご
不明な点があるときは、B-CASカスタマー
センター（電話番号0570-000-250）へお問
い合わせください。

ケーブルをまとめるには：
電源コードはまとめないでください。

KDL-55HX80R/46HX80R/40HX80R

KDL-32EX30R/26EX30R
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なかなか起動しないときは：

起動中です。
しばらくお待ちください。

本機の電源を「入」にした直後、起動中に「起
動中です。しばらくお待ちください。」と画
面に表示されます。
本機の起動には数十秒かかり、その間ボ
リューム以外の操作は受け付けないので、
そのままお待ちください。
通常時の起動時間を短くするには、［高速起
動］を［入］に設定してください（別冊の取扱
説明書の「設定を変更する」をご覧ください）。
［高速起動］を［入］に設定すると、［切］より
も消費電力は増えます。

外部入力の場合このメッセージは出ません
が、同様にそのままお待ちください。

設定は後からでもやり直せます：

かんたん設定かんたん

設定初期化

通信設定

年齢制限設定

設定

設定

かんたん初期設定

かんたん機能設定

本機の使用に必要な初期設定を行います。本機の使用に必要な初期設定を行います。

1 ホームボタンを押す。

2  ＞ ［かんたん設定］を選ぶ。
［かんたん初期設定］
本機を使用するうえで必要な設定です。引越し
などをしたときに再設定します。

［かんたん機能設定］
本機の機能をさらに便利に使うための設定です。
必要に応じ、再設定します。

かんたん初期設定をする

1 本機の電源を入れる。

電源

画面に「かんたん初期設定」が表示されるまでお
待ちください。起動中は、電源コードをコンセ
ントから抜かないでください。

2 ［開始］を選ぶ。

本機の使用に必要な以下の項目を設定します。
各項目は後で設定を変更することもできます。

本機にアンテナケーブルが接続され、本体にＢ－ＣＡＳカードが
挿入されていることを確認してから開始してください。

・ 視聴環境の設定
・ 放送の受信設定
・ 地域の設定
・ 時刻の設定
・ 高速起動の設定

かんたん初期設定

開始

3 画面に従ってで項目を選び、決定ボ
タンで確定する。
かんたん初期設定は必ず最後まで行ってください。

かんたん初期設定が終わると、続けてかんたん
機能設定もできます。後からでも設定できます。

これで設定ができました！

STEP 4
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放送中の番組を見る  放送中のテレビ番組を見たい

メニューを表示する

1 らくらくスタートボタンを押す。

らくらくスタートメニュー

録画した番組（タイトル）やＢＤ/ＤＶＤを再生できます。

終了する

終了する

選ぶ

決定する

録画した番組を見る 番組を録画予約する

録画した番組を消す ダビングする 使いかたを知りたい

放送中の番組を見る

番組リストを表示する

1 ［放送中の番組を見る］を選ぶ。

らくらくスタートメニュー

放送中のテレビ番組を見ることができます。

終了する

終了する

選ぶ

決定する

録画した番組を見る 番組を録画予約する

録画した番組を消す ダビングする 使いかたを知りたい

放送中の番組を見る

2 放送を選ぶ。

らくらくスタートメニュー

前へ戻る

終了する

選ぶ

決定する

放送中の番組を見る
見たい番組の放送を選んでください。

次に表示される画面で、
見たい番組を選んで
[決定]ボタンを押してください。

地上デジタル放送

ＢＳデジタル放送

ＣＳデジタル放送

STEP 1 STEP 2
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番組を見る

1 チャンネルを選ぶ。

　アジアクロスロード　アジアクロスロード
TV  Minato 　　　　　　5:15PM- 5:58PMTV  Minato

０５１

０４１

０６１

０２１

地デジ

０7１

二

０１１

これで番組を見ることができます！

視聴中に放送を切り換えできま
す：

視聴中の番組をすぐに録画でき
ます：

録画開始 録画停止

STEP 3



Actual total number: Sony KDL-32EX30R  4-261-314-01 (1)  (OTF)

12

番組を録画予約する  番組表で録画したい

メニューを表示する

1 らくらくスタートボタンを押す。

らくらくスタートメニュー

録画した番組（タイトル）やＢＤ/ＤＶＤを再生できます。

終了する

終了する

選ぶ

決定する

録画した番組を見る 番組を録画予約する

録画した番組を消す ダビングする 使いかたを知りたい

放送中の番組を見る

番組表を表示する

1 ［番組を録画予約する］を選ぶ。

らくらくスタートメニュー

番組を録画予約したり、予約した内容の確認ができます。

終了する

終了する

選ぶ

決定する

録画した番組を見る 番組を録画予約する

録画した番組を消す ダビングする 使いかたを知りたい

放送中の番組を見る

2 ［番組表から選ぶ］を選ぶ。

らくらくスタートメニュー

前へ戻る

終了する

選ぶ

決定する

番組を録画予約する
番組を録画予約したり、予約した内容の確認ができます。

録画予約したい番組を
番組表から選びます。

番組表から選ぶ

日時から選ぶ

ジャンルなどから選ぶ

予約を確認する

3 放送を選ぶ。

らくらくスタートメニュー

前へ戻る

終了する

選ぶ

決定する

番組を録画予約する
録画予約したい番組の放送を選んでください。

地上デジタル放送の番組を
番組表から選びます。

地上デジタル放送

ＢＳデジタル放送

ＣＳデジタル放送

4 日付を選ぶ。

らくらくスタートメニュー

前へ戻る

終了する

選ぶ

決定する

番組を録画予約する
録画予約したい番組の日付を選んでください。

次に表示される
「地上デジタル番組表」で、
録画予約したい番組を選んで
[決定]ボタンを押してください。

１０月１5日(金)

１０月１６日(土)

１０月１７日(日)

１０月１８日(月)

１０月１９日(火)

１０月２０日(水)

１０月２１日(木)

１０月２２日(金)

1週間先の番組表まで選べます。

STEP 1 STEP 2
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録画予約する

1 番組を選ぶ。

00010/15(金)

夜

昼

3

4

5

6

3

4

5

6

地上デジタル番組表 ｰ テレビ

00 ニュース



55 海外安全情
00 ニュース
15 アメリカ発
35 大リーグ

55 ニュース

00 世界のド
 　キュメンタ
    リー

00 プロ野球

10/15(金)  4:55AM

000
00 素敵にリ
 　ラックス



00 世界ふれ
 　あい街歩き

50 素敵にガ
00 シネマ堂本

00 ハイビジョ
 　ン特集

00 お茶タイ
 　ム・街角中

45 虫・ムシ

00 ふれあい
 　ステージ

45 さわやか

55 みんなのう

15 ハイビジョ
 　ン特集　世
 　界最大のカ
 　ブトムシ・
00 スター 00 野鳥の森

55 お菓子物語

00 鹿又隆志と
　 劇団40カラ

50 ハイビジョ
00 素敵に

000 000  000 000 000
00 きょうの株
　 式　注目銘
　 柄　

00 3時にこん
　 にちは

50 チャンネル 50 文鳥と私

15 ドラマ･パ
 　ラシュート
　 思わぬ展開

00 アフタヌー

00 毎日かあ
　 さん 旬の
　 食材で

50 家電テレシ

１5 おしゃべ
　 り料理教室
４0 お昼寝

15 親子の情け

00 ニュース夕
　 方　吉田光

00 イブニング00 サッカー
　 山口レボリ
 　ューション 25 ２時間ドラ

　 マチック劇
　 場　湯の街

25 世界珠算
 　強豪インド
　 に挑む暗算

15 マダム4
 　車でデート

15 アニメ
　 コスメ刑事

00 いい旅　絶
　 品！西伊豆
 　の海鮮

関東テレビ SMC  TV TV  Minato テレビToyo 東西テレビ へいせいTV 夕日放送

00 欧州の旅・
　鉄道の旅「音
　楽のある街
　を訪ねて」

初めてご使用になるときは地上デジタル放送の
番組表の一部が表示されません。表示させたい
放送局をしばらく視聴すると表示できるように
なります。

2 ［予約する］を選ぶ。

2010/10/15（金）    4 : 00PM‒  5 : 00PM 000 
欧州の旅・鉄道の旅「音楽のある街を訪ねて」

番組説明

コピー制限

録画先 :    ＨＤＤ
毎回録画 : －－
上書き :    －－
延長 :       自動
モード :
マーク :    なし
ワンタッチ転送 :しない

欧州鉄道の駅から始まる古き良きヨーロッパの街を訪ねる旅。音楽
と暮らす人々の日常に触れる今回の旅では、まるで絵本の中に迷い
込んだような世界とそこで代々受け継がれる楽器の物語を紹介。

番組内容
　ヨーロッパ各地を鉄道で巡り、そこで生活する人々と触れ合う旅
番組です。鉄道の旅ならではの醍醐味も味わえます。

予約設定へ予約する閉じる 語句登録

テレビToyo

3 毎回録画の条件を選ぶ。

この番組だけ録画する

毎週(月)録画する

毎週(月－金)録画する

毎週(月－土)録画する

毎日録画する

同じ名前の番組を自動で毎回録画する

録画予約

毎回録画の設定を選んでください。

予約を設定しました。

これで本機のハードディスクに録画予約ができ
ました！

番組表のほかでもこんな方法で
録画予約できます：

STEP 2-2で選びます。
らくらくスタートメニュー

前へ戻る

終了する

選ぶ

決定する

番組を録画予約する
番組を録画予約したり、予約した内容の確認ができます。

録画予約したい番組を
日時、チャンネルから選びます。

番組表から選ぶ

日時から選ぶ

ジャンルなどから選ぶ

予約を確認する

［日時から選ぶ］
日時を指定して録画予約します。

［ジャンルなどから選ぶ］
ジャンルやキーワードから選び、録画予
約します。

録画予約状況を確認できます：

STEP 2-2で選びます。
［予約を確認する］
予約リスト上で予約状況を確認・修正など
ができます。

STEP 3
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録画した番組を見る  本機に録画した番組を見たい

メニューを表示する

1 らくらくスタートボタンを押す。

らくらくスタートメニュー

録画した番組（タイトル）やＢＤ/ＤＶＤを再生できます。

終了する

終了する

選ぶ

決定する

録画した番組を見る 番組を録画予約する

録画した番組を消す ダビングする 使いかたを知りたい

放送中の番組を見る

再生リストを表示する

1 ［録画した番組を見る］を選ぶ。

らくらくスタートメニュー

終了する

終了する

選ぶ

決定する

録画した番組を見る 番組を録画予約する

録画した番組を消す ダビングする 使いかたを知りたい

放送中の番組を見る

録画した番組（タイトル）やＢＤ/ＤＶＤを再生できます。

2 ［すべてから選ぶ］を選ぶ。

らくらくスタートメニュー

前へ戻る

終了する

選ぶ

決定する

録画した番組を見る
録画した番組（タイトル）やＢＤ/ＤＶＤを再生できます。

次に表示される画面で、
再生したいタイトルを選んで
[決定]ボタンを押してください。

すべてから選ぶ

ジャンルから選ぶ

ＢＤ/ＤＶＤを再生する

STEP 1 STEP 2
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再生する

1 番組（タイトル）を選ぶ。

ビデオ

アジアクロスロード
10/15（金） 5：15PM( 0H43M)TV Minato10/15（金） 5：15PM( 0H43M)TV Minato

これで再生ができました！

ほかにもこんな方法で再生でき
ます：

STEP 2-2で選びます。
らくらくスタートメニュー

前へ戻る

終了する

選ぶ

決定する

録画した番組を見る
録画した番組（タイトル）やＢＤ/ＤＶＤを再生できます。

再生したいタイトルをジャンルから
選びます。

すべてから選ぶ

ジャンルから選ぶ

ＢＤ/ＤＶＤを再生する

［ジャンルから選ぶ］
ジャンルからタイトルを選び、再生します。

［BD/DVDを再生する］（16ページ）
ディスクにコピーしたタイトルなどを再
生します。

再生リストの表示方法を変更で
きます：

並び換える

フォルダ別／すべて表示を切り換える

STEP 3
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録画した番組を見る  ディスクの番組を見たい

メニューを表示する

1 らくらくスタートボタンを押す。

らくらくスタートメニュー

録画した番組（タイトル）やＢＤ/ＤＶＤを再生できます。

終了する

終了する

選ぶ

決定する

録画した番組を見る 番組を録画予約する

録画した番組を消す ダビングする 使いかたを知りたい

放送中の番組を見る

ディスクを入れる

1 ディスクスロットにディスクを入れる。

ラベル面を本機前面へ
両面ディスクの場合は
再生したい側を本機後
面へ向け、ディスクを
入れてください。

STEP 1 STEP 2

指紋やほこりによるディスクの汚れは、映
像の乱れや音質低下の原因になります。

ディスクスロットからディスクが出ている
ときに、本機画面の向きを調整しないでく
ださい。ディスクが落下して破損し、けが
の原因となることがあります。

本機からディスクがはみ出た状態のままの
場合、機能によっては動作しなかったり、
ディスクスロットにゴミなどが入りディス
クドライブの寿命が短くなる可能性があり
ます。必ず、本機から抜き取ってください。

ディスクスロットにディスク以外の異物を
挿入しないようご注意ください。故障の原
因となることがあります。

ディスクを持つときは、光っている面（読み取
り面）に指紋や汚れなどがつかないようにして
ください。
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再生する

1 ［録画した番組を見る］を選ぶ。

らくらくスタートメニュー

終了する

終了する

選ぶ

決定する

録画した番組を見る 番組を録画予約する

録画した番組を消す ダビングする 使いかたを知りたい

放送中の番組を見る

録画した番組（タイトル）やＢＤ/ＤＶＤを再生できます。

2 ［BD/DVDを再生する］を選ぶ。

らくらくスタートメニュー

前へ戻る

終了する

選ぶ

決定する

録画した番組を見る
録画した番組（タイトル）やＢＤ/ＤＶＤを再生できます。

次に表示される画面で、
ディスクアイコンを選んで
[決定]ボタンを押してください。

すべてから選ぶ

ジャンルから選ぶ

ＢＤ/ＤＶＤを再生する

3  を選ぶ。

ＢＤ－ＲＥ　ＢＤＡＶ

ビデオ

4 番組（タイトル）を選ぶ。

アジアクロスロード
10/15(金)  ５:15PM( 0H43M)TV  Minato10/15(金)  ５:15PM( 0H43M)TV  Minato

ビデオ

スポーツ中継
10/14(木)10:00AM( 0H11M)TV  Minato10/14(木)10:00AM( 0H11M)TV  Minato

はじめての買い物
10/13(水)  9:00PM( 1H00M)TV  Minato10/13(水)  9:00PM( 1H00M)TV  Minato

世界の街から
10/13(水)10:00AM( 0H11M)TV  Minato10/13(水)10:00AM( 0H11M)TV  Minato

これで再生ができました！

ほかにもこんな方法で再生でき
ます：

STEP 3-2で選びます。
らくらくスタートメニュー

前へ戻る

終了する

選ぶ

決定する

録画した番組を見る
録画した番組（タイトル）やＢＤ/ＤＶＤを再生できます。

次に表示される画面で、
再生したいタイトルを選んで
[決定]ボタンを押してください。

すべてから選ぶ

ジャンルから選ぶ

ＢＤ/ＤＶＤを再生する

［すべてから選ぶ］（14ページ）
本機に録画したタイトルを選び、再生し
ます。

［ジャンルから選ぶ］
ジャンルからタイトルを選び、再生します。

ディスクを取り出すには：

電源

取り出しボタンを押します。

STEP 3
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ダビングする  録画した番組をディスクにコピーしたい

メニューを表示する

1 らくらくスタートボタンを押す。

らくらくスタートメニュー

録画した番組（タイトル）やＢＤ/ＤＶＤを再生できます。

終了する

終了する

選ぶ

決定する

録画した番組を見る 番組を録画予約する

録画した番組を消す ダビングする 使いかたを知りたい

放送中の番組を見る

ディスクを入れる

1 ディスクスロットにディスクを入れる。

ラベル面を本機前面へ
両面ディスクの場合は
コピーしたい側を本機
後面へ向け、ディスク
を入れてください。

STEP 1 STEP 2

指紋やほこりによるディスクの汚れは、映
像の乱れや音質低下の原因になります。

ディスクスロットからディスクが出ている
ときに、本機画面の向きを調整しないでく
ださい。ディスクが落下して破損し、けが
の原因となることがあります。

本機からディスクがはみ出た状態のままの
場合、機能によっては動作しなかったり、
ディスクスロットにゴミなどが入りディス
クドライブの寿命が短くなる可能性があり
ます。必ず、本機から抜き取ってください。

ディスクスロットにディスク以外の異物を
挿入しないようご注意ください。故障の原
因となることがあります。

ディスクを持つときは、光っている面（読み取
り面）に指紋や汚れなどがつかないようにして
ください。
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コピーする

1 ［ダビングする］を選ぶ。

らくらくスタートメニュー

終了する

終了する

選ぶ

決定する

録画した番組を見る 番組を録画予約する

録画した番組を消す ダビングする 使いかたを知りたい

放送中の番組を見る

録画した番組（タイトル）をＢＤやＤＶＤに残すことができます。

2 ［次の操作へ進む］を選ぶ。

らくらくスタートメニュー
ダビングする 挿入されているＢＤ/ＤＶＤ : ＢＤ－ＲＥ
ＢＤまたはＤＶＤを挿入して[次の操作へ進む]を選んでください。
次に表示される「タイトルダビング」で、ダビングしたいタイトルを選んでから
[実行]を選んでください。

次の操作へ進む ＤＶＤの説明を見る

ＢＤ ： ハイビジョン画質のまま高速ダビングできます。
ＤＶＤ ： 標準画質でダビングします。
　　　　ダビングには、タイトルの長さと同じ時間がかかります。

保存版にする ： ＢＤ－Ｒ　/ＤＶＤ－Ｒ
くり返し使う ： ＢＤ－ＲＥ/ＤＶＤ－ＲＷ

3 番組（タイトル）を選んだ後、［実行］を選ぶ。
選んだ順に番号が付きます。

タイトルダビング 残:14.5GB2.5GB選択容量：

1

2

世界の旅「オーストラリア」

都市ネットワーク

10/15(金)  2:33PM( OH11M) 

10/15(金)  9:00PM( OH54M) 

10/15(金)11:00AM( OH55M) 

スポーツ中継
高速 　2.1GB

高速 　0.4GB

全選択

全選択解除

自動調整

中止

実行

ダビングするタイトルを選んでください。

タイトルダビング

2010/10/15(金) 9:00PM( OH54M) 

スポーツ中継

高速 　2.1GB

停止閉じる

ダビングしています。　電源を切ってもダビングは継続されます。
ダビングをしながら再生や予約などを行う場合は[閉じる]を選んでください。

残り時間　約9分 32％

ダビング中タイトル　　1/2

これでコピーが始まりました！

目的に合ったディスクを用意し
ます：

ディスクを保存版にしたい
BD-R/DVD-R

ディスクをくり返し使いたい
BD-RE/DVD-RW

ディスクにコピーしたタイトル
を再生できます（16ページ）

ディスクを取り出すには：

電源

取り出しボタンを押します。

STEP 3
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録画した番組を消す  録画した番組を消したい

メニューを表示する

1 らくらくスタートボタンを押す。

らくらくスタートメニュー

録画した番組（タイトル）やＢＤ/ＤＶＤを再生できます。

終了する

終了する

選ぶ

決定する

録画した番組を見る 番組を録画予約する

録画した番組を消す ダビングする 使いかたを知りたい

放送中の番組を見る

削除画面を表示する

1 ［録画した番組を消す］を選ぶ。

らくらくスタートメニュー

録画した番組（タイトル）を削除することができます。

終了する

終了する

選ぶ

決定する

録画した番組を見る 番組を録画予約する

録画した番組を消す ダビングする 使いかたを知りたい

放送中の番組を見る

STEP 1 STEP 2
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削除する

1 番組（タイトル）を選ぶ。

タイトルの左側にチェックマークが付きます。
タイトル選択削除 残:380.0GB6.5GB選択容量：

　　 世界の旅「オーストラリア」
10/15(金) 2:33PM( OH11M)TV Minato 

全選択

全選択解除

中止

確定

削除するタイトルを選んでください。

バーベキュー
10/14（木）　9：00PM( 1H00M)TV Minato10/14（木）　9：00PM( 1H00M)TV Minato

偉人の物語
10/14（木）10：00AM( 0H30M)TV Minato10/14（木）10：00AM( 0H30M)TV Minato

都市ネットワーク
10/15(金)11:00AM( OH55M)TV Minato 

10/15(金) 9:00PM( OH54M)TV Minato 
　　 スポーツ中継

2 ［確定］を選ぶ。

3 ［はい］を選ぶ。

タイトル選択削除

選択された２タイトルを削除します。
よろしいですか？

はい いいえ

タイトルを削除しました。

これで削除ができました！

すべてのタイトルをまとめて削
除できます：

STEP 3-1で［全選択］を選びます。
タイトル選択削除 残:380.0GB6.5GB選択容量：

　　 世界の旅「オーストラリア」
10/15(金) 2:33PM( OH11M)TV Minato 

全選択

全選択解除

中止

確定

削除するタイトルを選んでください。

バーベキュー
10/14（木）　9：00PM( 1H00M)TV Minato10/14（木）　9：00PM( 1H00M)TV Minato

偉人の物語
10/14（木）10：00AM( 0H30M)TV Minato10/14（木）10：00AM( 0H30M)TV Minato

都市ネットワーク
10/15(金)11:00AM( OH55M)TV Minato 

10/15(金) 9:00PM( OH54M)TV Minato 
　　 スポーツ中継

STEP 3
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困ったときは

まず確認してください

 しっかりつないでいますか？

キユツキユツ
キユツ

アンテナ線 電源コード 他機器との接続

 本機の電源は入っていますか？

電源

こんな場合は故障ではありません

 画面に光る点、または光らない点がある

輝点・滅点

液晶テレビの映像は微細な画素の集合です。
画面の一部に画素欠けや輝点が存在する場合があります。

 電源を切っているのにファンなどの動作音がする

ウィィィィ・・・  番組表データの取得時
 録画中（録画予約、x-おまかせ・まる録
など）

 ダビング中
 リモート録画予約機能使用時

 高速起動の待機時
 ソフトウェアのアップデート時
 スカパー！ｅ２の無料視聴期間サービ
スの利用時

など
このような場合、本機のファンが動作し
ます。

以下のような場合、本機が動作をすることがあります。
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 「ピシッ」というきしみ音が出る

ピシッ
電源を入れているかどうかに関わらず、周囲との温度差でキャビ
ネットが伸縮し、「ピシッ」という音が出ることがあります。

 電源を入れたときや電源スタンバイ時に「カチッ」と音がする

カチッ 電源を入れたときは、内部の回路が働くため音がします。
また電源スタンバイ時は、データ受信やソフトウェアの書き換えの
ために本機の電源が自動的に入り、音がすることがあります。本機
前面の ランプがオレンジ色に点滅しますが、故障ではありませ
ん。

 操作を受け付けない／動いていない

・・・・
明らかに本機が操作を受け付けない状態になった場合は、本機右側
面のリセットボタンを押してください。

自己診断表示機能が働いています

 画面が消え、本機前面の ランプが赤色に点滅する

赤点滅

本機に何らかの異常が起きています。 ランプまたは  ラ
ンプの点滅回数をご確認のうえ、ソニーの相談窓口にお問い合わせ
ください。

これ以外の症状
 別冊の取扱説明書の「困ったときは」を 
ご覧ください
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「他製品との接続/関連情報」ホームページ
本機の接続などに関する情報を、以下のホームページ
でも確認できます。
http://www.sony.jp/support/connect/

「Q&A」ホームページ
お客様からよくあるお問い合わせと解決法に関する情
報を、以下のホームページで確認できます。
http://www.sony.co.jp/faq/bravia/
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