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接続と準備をする
STEP 1

接続する  ご家庭はどのタイプですか？

タイプ A

タイプ A
このページ

タイプ B
となりのページ

タイプ C
4ページ

タイプ D
5ページ

地デジのみ見ることができる

地デジ/BS/110度CSを 
見ることができる

壁の端子が2つの場合

壁の端子が1つの場合

STB（CATVチューナー）を利用している
CATVを利用していてもCATVチューナーがない場合は、タイプA～Cの接続を行ってください。

まず、必要な物をご用意ください
別売  とあっても、お使いのテレビにつないでいる物をそのまま利用できる場合もあります。足りない物だけお買い求めください。

地デジのみ 見ることができる

映
像
・
音
声
接
続

ア
ン
テ
ナ
接
続

放送信号は本機をいったん通ってテレビにも
送られるようになります。

STEP 2 （6ページ） に進む 

※ 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。

 本機とテレビをつなぐ

HDMIケーブル
（ハイスピードタイプ）

 テレビにつながっているアンテナ
ケーブルを本機につなぎかえる

地上デジタル
アンテナケーブル

 本機とテレビをつなぐ

アンテナケーブル

テレビ 本機
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動画で接続方法を紹介しています
ˎˎ インターネットで下記アドレスを入力してください。 
http://www.sony.jp/support/bd/

タイプ B 地デジ/BS/110度CSを 見ることができる( 壁のアンテナ端子が2つ）

STEP 2 （6ページ） に進む 

まず、必要な物をご用意ください
別売  とあっても、お使いのテレビにつないでいる物をそのまま利用できる場合もあります。足りない物だけお買い求めください。

映
像
・
音
声
接
続

ア
ン
テ
ナ
接
続

放送信号は本機をいったん通ってテレビにも
送られるようになります。

熱のこもらない所に設置してください
ˎˎ 別冊の取扱説明書の「はじめにお読みください」をご覧
ください。

 本機とテレビをつなぐ

HDMIケーブル
（ハイスピードタイプ）

 テレビにつながっているアンテナ
ケーブルを本機につなぎかえる

BS/CS
アンテナケーブル

 テレビにつながっているアンテナ
ケーブルを本機につなぎかえる

地上デジタル
アンテナケーブル

 本機とテレビをつなぐ

BS/CS
アンテナケーブル

 本機とテレビをつなぐ

アンテナケーブル

テレビ 本機
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接続と準備をする（つづき）

タイプ C 地デジ/BS/110度CSを 見ることができる( 壁のアンテナ端子が1つ）

STEP 2 （6ページ） に進む 

まず、必要な物をご用意ください
別売  とあっても、お使いのテレビにつないでいる物をそのまま利用できる場合もあります。足りない物だけお買い求めください。

映
像
・
音
声
接
続

ア
ン
テ
ナ
接
続

放送信号は本機をいったん通ってテレビにも
送られるようになります。

 

 本機とテレビをつなぐ

HDMIケーブル
（ハイスピードタイプ）

 壁のアンテナ端子とUHF分波器を
つなぐ

BS/CS
アンテナケーブル

UHF分波器
（電流通過型）

 テレビにつながっているアンテナ
ケーブルを本機につなぎかえる

BS/CS
アンテナケーブル

 テレビにつながっているアンテナ
ケーブルを本機につなぎかえる

地上デジタル
アンテナケーブル

 本機とテレビをつなぐ

BS/CS
アンテナケーブル

 本機とテレビをつなぐ

アンテナケーブル

テレビ 本機
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熱のこもらない所に設置してください
ˎˎ 別冊の取扱説明書の「はじめにお読みください」をご覧
ください。

動画で接続方法を紹介しています
ˎˎ インターネットで下記アドレスを入力してください。 
http://www.sony.jp/support/bd/

STEP 2 （6ページ） に進む 

映
像
・
音
声
接
続

放送信号は本機をいったん通ってテレビにも
送られるようになります。

この接続の場合、地上デジタル放送は本機の
番組表から録画予約できますが、BS/110度
CSデジタル放送は、日時指定予約を使って
録画予約する必要があります。詳しくは、別
冊の取扱説明書の「スカパー！やCATVの番
組を録画したい」をご覧ください。

*   STBとテレビをつないでいるHDMIケーブルや音声／映像ケーブルとは別に、
新たにつなぎます。

地上デジタル放送はアンテナケーブル（パス
スルー方式）、BS/110度CSデジタル放送は
音声／映像ケーブル（トランスモジュレー
ション方式）を使う場合の接続例です。受信
できる放送や方式はCATV局や、マンション
管理会社などの共同受信システム管理者へお
問い合わせください。

タイプ D STB（CATVチューナー）を 利用している
（CATVを利用していてもCATVチューナーがない場合は、タイプA～Cの接続を行ってください）

まず、必要な物をご用意ください
別売  とあっても、お使いのテレビにつないでいる物をそのまま利用できる場合もあります。足りない物だけお買い求めください。

 

 本機とテレビをつなぐ*
HDMIケーブル
（ハイスピードタイプ）

 本機とSTBをつなぐ*
音声／映像ケーブル

 テレビにつながっているアンテナ
ケーブルを本機につなぎかえる

地上デジタル
アンテナケーブル

 本機とテレビをつなぐ

アンテナケーブル

テレビ 本機

ア
ン
テ
ナ
接
続

*

*
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接続と準備をする（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 本機前面の扉を開き、B-CASカードを奥まで
しっかり挿入する。

図のとおり、色のついた面を上にして、
矢印の方向に挿入する。

初期設定の準備をする

1 リモコンに電池を入れる。
透明の保護テープをはがし、電池カバーをはずし
ます。との向きをリモコンの表示にあわせ、
単4形（R03）乾電池（付属）を側から入れてくだ
さい。

2 すべての接続が終わった後、電源コード（付
属）をつなぐ。

電源コードをつないだ後、本機を移動しないでく
ださい。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。



壁のコンセントへ

電源コードをつなぐと、本機の準備が始まります。
準備中は、本体の表示窓に次の表示が出ます。

電源が「切」の状態

準備中

（表示なし）

「表示なし」になっても、本機を操作できるまでに
しばらく時間がかかることがあります。

STEP 2 STEP 3

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録画や視聴を
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。
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かんたん初期設定とは： 
本機を使うために必要な設定です。必ず最後ま
で行ってください。
ˎˎ 地上デジタル放送受信設定
ˎˎ BS/CSデジタル放送受信設定
ˎˎ 瞬間起動の設定
ˎˎ リモコン設定 
本機のリモコンでテレビの操作も行う場合
に設定します。 

ˎˎ 番組表取得

かんたんネットワーク設定とは：

ネットワークで楽しむ機能のための設定です。
設定の前にネットワーク接続が必要です。別冊
の取扱説明書をご覧ください。後からでも設定
できます。

かんたん機能設定とは：

本機を便利に使うための設定です。後からでも
設定できます。

設定をやり直すには： 

1 ホームボタンを押す。

2 ホームメニューの左端にある  （設定）＞ 
［かんたん設定］を選ぶ。
以下、やり直したい設定を選びます。

［かんたん初期設定］
引越しやテレビの買い換え時に設定します。

［かんたんネットワーク設定］
ネットワーク機能を使うときやネットワーク環
境が変わったときに設定します。

［かんたん機能設定］

本機のリモコンで他のソニー製機
器が動作してしまうときは:
別冊の取扱説明書の「本機のリモコンの設定を
変更したい」をご覧ください。

かんたん初期設定をする

1 本機の電源を入れる。
本体表示窓に「SETUP」が表示されるまでお待ち
ください。

2 でかんたん初期設定を開始する。

上記の準備がお済みでない場合は、
本機に付属の「らくらくスタートガイド」に従って準備をしてください。
アンテナケーブルは、電源を切り電源コードを抜いてから接続してください。

本機

本機へのアンテナケーブルの接続とＢ－ＣＡＳカードの挿入がお済みでしたら
[開始]を選んでかんたん初期設定を開始してください。

かんたん初期設定

開始

アンテナ
から入力

初期設定画面が表示されないときは：

ˎˎ テレビの電源を入れ、入力を切り換えてみる。

入力切換

電源

ˎˎ HDMIケーブルの接続を確かめる。
ˎˋ つなぎ直してみてください。しっかり差し込
まれていない可能性があります。
ˎˋ 音声／映像ケーブルˎ(赤・白・黄）ではテレビ
と接続できません。
ˎˋ アンテナケーブルだけでは表示できません。

ˎˎ 別のHDMIケーブルで試してみる。ˎ
断線している可能性があります。

3 画面に従ってで項目を選び、決定ボタ
ンで確定する。

リモコンの操作
：進む
：戻る
：項目を選ぶ
決定：決定する

これで設定ができました！

STEP 4
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 番組を録画したい

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。

番組を録画予約する

録画した番組を消す ダビングする

放送中の番組を見る

終了する

終了する

選ぶ

決定する

録画した番組を見る

入力切換 電源

本機の画面が表示されない場合は、テレビの電源
を入れ、入力を切り換えてください。 

番組表を表示する

1 ［番組を録画予約する］を選び、決定する。
らくらくスタートメニュー

番組を録画予約する

録画した番組を消す ダビングする

放送中の番組を見る録画した番組を見る

番組を録画予約したり、予約した内容の確認ができます。

終了する

終了する

選ぶ

決定する

2 ［番組表から選ぶ］を選び、決定する。

日時から選ぶ

ジャンルなどから選ぶ

外部入力を録画予約する

予約を確認する
前へ戻る

終了する

選ぶ

決定する

らくらくスタートメニュー
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

3 放送を選び、決定する。
らくらくスタートメニュー

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。

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。

番組表で、
[青][赤]ボタンを使って
日付を移動できます。

ＢＳデジタル放送

ＣＳデジタル放送

前へ戻る

終了する

選ぶ

決定する

地上デジタル放送

STEP 1 STEP 2
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録画予約する

1 番組を選び、決定する。
000  6/14(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

6/14(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
るか、番組表表示中にオプションボタンを押して
［番組表取得］を選ぶと表示されます。

2 ［予約する］を選び、決定する。

2013/  6/14（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 :
グループ :  なし
ワンタッチ転送 :しない

予約設定へ予約する閉じる 語句登録

テレビToyo

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。

3 毎回録画の条件を選び、決定する。

この番組だけ録画する

同じ名前の番組を自動で毎回録画する

毎週(金)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

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！

STEP 3
ほかにもこんな方法で録画できます：
STEP 2-2で選びます。
［日時から選ぶ］、［ジャンルなどから選ぶ］、［外
部入力を録画予約する］からどれかを選びます。
［外部入力を録画予約する］は、STB（CATV
チューナー）を利用しているときなどに選びま
す。

録画予約状況を確認・修正できます：
STEP 2-2で［予約を確認する］を選びます。

番組表から一発予約できます：
STEP 3-1で録画ボタンを押します。

らくらく
スタートガイド

取扱
説明書もっと知りたい

次の情報は取扱説明書で紹介： 
… 「録画する」をご覧ください。
ˎˎ 録画中の操作制限 
ˎˎ 3番組同時録画について
ˎˎ 録画モードとは
ˎˎ 毎週／毎日ある番組を全部録画したい
ˎˎ 二か国語放送／字幕付きの番組を録画した
い 

ˎˎ 複数の番組を同時に録画したい
ˎˎ 録画先の空き容量を確認したい
ˎˎ スカパー！やCATVの番組を録画したい
ˎˎ 番組を検索して録画予約したい
ˎˎ いろいろな方法で録画予約したい 
ˎˎ 外から予約したい（スマートフォンなど）
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 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。

番組を録画予約する

録画した番組を消す ダビングする

放送中の番組を見る

終了する

終了する

選ぶ

決定する

録画した番組を見る

入力切換 電源

本機の画面が表示されない場合は、テレビの電源
を入れ、入力を切り換えてください。 

再生リストを表示する

1 ［録画した番組を見る］を選び、決定する。
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。

番組を録画予約する

録画した番組を消す ダビングする

放送中の番組を見る

終了する

終了する

選ぶ

決定する

録画した番組を見る

2 ［すべてから選ぶ］を選び、決定する。

前へ戻る

終了する

選ぶ

決定する

らくらくスタートメニュー
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。

ジャンルから選ぶ

ＢＤ/ＤＶＤを再生する

すべてから選ぶ

STEP 1 STEP 2
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再生する

1 番組（タイトル）を選び、決定する。

ビデオ

コーラルリーフ
　6/17（月） 5：15PM( 0H43M)TV Minato　6/17（月） 5：15PM( 0H43M)TV Minato

ビデオ　録画したタイトルやディスクの再生/ダビング/録画予約 残:380.0GB

これで再生ができました！

録画した番組の再生中によく使う
ボタン：

前／次のチャプター（本編からCMなど）へ移動
する

少し戻す／少し先に進める

早送り再生／早戻し再生する

早見再生する（音声付き早見）

STEP 3

らくらく
スタートガイド

取扱
説明書もっと知りたい

次の情報は取扱説明書で紹介： 
… 「再生する」をご覧ください。 
ˎˎ 録画した番組を検索して再生したい
ˎˎ 録画した番組を分類／整理したい 
ˎˎ 再生中の操作一覧
ˎˎ 見たい場面をすばやく探したい（シーンサー
チ）

ˎˎ 録画した番組を早見再生したい（音声付き早
見）

ˎˎ 番組を別の部屋で見たい（ルームリンク／家
じゅうどこでも視聴）

ˎˎ コーナー情報ですぐに見たい（もくじでジャ
ンプ）
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 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。

番組を録画予約する

録画した番組を消す ダビングする

放送中の番組を見る

終了する

終了する

選ぶ

決定する

録画した番組を見る

入力切換 電源

本機の画面が表示されない場合は、テレビの電源
を入れ、入力を切り換えてください。 

ディスクを入れる

1 開／閉ボタンを押す。

リモコン

2 ディスクを入れる。
ラベル面を上に
両面ディスクの場合は再
生したい側を下にしてく
ださい。

3 開／閉ボタンを押して、ディスクトレイを閉
める。

ˎˎ 本体表示窓の「LOAD」が消えるまでお待ちく
ださい。

ˎˎ 市販ソフトなどの場合、ディスクを入れると
自動で再生が始まることがあります。

ˎˎ BD-ROMは、情報の読み込みに時間がかかる
ことがあります。

STEP 1 STEP 2
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再生する

1 ［録画した番組を見る］を選び、決定する。
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。

番組を録画予約する

録画した番組を消す ダビングする

放送中の番組を見る

終了する

終了する

選ぶ

決定する

録画した番組を見る

2 ［BD/DVDを再生する］を選び、決定する。

前へ戻る

終了する

選ぶ

決定する

らくらくスタートメニュー
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  を選び、決定する。

4 番組（タイトル）を選び、決定する。

コーラルリーフ
　6/17(月)  ５:15PM( 0H43M)TV  Minato　6/17(月)  ５:15PM( 0H43M)TV  Minato

ビデオ

スポーツ中継
　6/16(日)10:00AM( 0H11M)TV  Minato　6/16(日)10:00AM( 0H11M)TV  Minato

はじめての買い物
　6/15(土)  9:00PM( 1H00M)TV  Minato　6/15(土)  9:00PM( 1H00M)TV  Minato

世界の街から
　6/15(金)10:00AM( 0H11M)TV  Minato　6/15(金)10:00AM( 0H11M)TV  Minato

ＢＤ－ＲＥ　ＢＤＡＶ－日付順 （新しい順） 残:22.8GB

これで再生ができました！

ディスクの再生中によく使うボタ
ン：

前／次のチャプター（本編からCMなど）へ移動
する

少し戻す／少し先に進める

早送り再生／早戻し再生する

STEP 3

らくらく
スタートガイド

取扱
説明書もっと知りたい

次の情報は取扱説明書で紹介： 
… 「再生する」をご覧ください。 
ˎˎ 3Dの映像やBlu-ray 3Dディスクを再生した
い

ˎˎ 再生中の操作一覧
ˎˎ 見たい場面をすばやく探したい（シーンサー
チ）

ˎˎ BDの特典映像を楽しみたい
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 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。

番組を録画予約する

録画した番組を消す ダビングする

放送中の番組を見る

終了する

終了する

選ぶ

決定する

録画した番組を見る

入力切換 電源

本機の画面が表示されない場合は、テレビの電源
を入れ、入力を切り換えてください。 

番組リストを表示する

1 ［放送中の番組を見る］を選び、決定する。
らくらくスタートメニュー

番組を録画予約する

録画した番組を消す ダビングする

放送中の番組を見る録画した番組を見る

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

2 放送を選び、決定する。

ＢＳデジタル放送

ＣＳデジタル放送

らくらくスタートメニュー
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。

前へ戻る

終了する

選ぶ

決定する

地上デジタル放送

STEP 1 STEP 2
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番組を見る

1 チャンネルを選び、決定する。
０２１

０１１

　コーラルリーフ　
TV  Minato 　　　　　　5:15PM- 5:58PMTV  Minato

０５１

０４１

０６１

地デジ

二

地デジ　放送中番組の視聴/放送予定番組の検索 残:380.0GB

これで番組を見ることができます！

リモコン

視聴中の番組をすぐに録画できます：

録画開始 録画停止

視聴中に放送を切り換えられます：

数字ボタン、チャンネルボタンで
も放送中の番組を選べます：

数字ボタンでチャンネルを選ぶ
視聴中に数字ボタンやチャンネル＋／－ボタ
ンを押します。

数字ボタンに登録されている
チャンネルに切り換える。

チャンネルを順送り
で切り換える。

または

チャンネル番号を入力する
視聴中に10キーボタンを押し、チャンネル
番号を入力します。

ラジオやデータ放送を見ることが
できます：

ホームボタンを押して、ラジオやデータ放送の
チャンネルを選ぶか、BS放送視聴中にBSボタ
ンをくり返し押して、テレビ→ラジオ→データ
の順で切り換えます。

STEP 3
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 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。

番組を録画予約する

録画した番組を消す ダビングする

放送中の番組を見る

終了する

終了する

選ぶ

決定する

録画した番組を見る

入力切換 電源

本機の画面が表示されない場合は、テレビの電源
を入れ、入力を切り換えてください。 

ディスクを入れる

1 開／閉ボタンを押す。

リモコン

2 ディスクを入れる。
ラベル面を上に
両面ディスクの場合は記
録したい側を下にしてく
ださい。

3 開／閉ボタンを押して、ディスクトレイを閉
める。

STEP 1 STEP 2
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コピーする

1 ［ダビングする］を選び、決定する。
らくらくスタートメニュー

番組を録画予約する

録画した番組を消す ダビングする

放送中の番組を見る録画した番組を見る

録画した番組（タイトル）をＢＤやＤＶＤに残したり、

ビデオテープの映像をＨＤＤに取り込むことができます。
終了する

終了する

選ぶ

決定する

2 ［BD/DVDへダビングする］を選び、決定する。

らくらくスタートメニュー
ダビングする
行いたいダビングを選んでください。

タイトルをＢＤやＤＶＤに残します。

ＶＨＳからダビングする

前へ戻る

終了する

選ぶ

決定する

ＢＤ/ＤＶＤへダビングする

3 ［次の操作へ進む］を選び、決定する。
4 番組（タイトル）を選び、決定する。
決定ボタンで選んだ順に番号が付きます。

5 を押し［実行］を選び、決定する。
コピーを開始します。

タイトルダビング

2013/   6/17(月) 9:00PM( OH54M) ＴＶ　Ｍｉｎａｔｏ

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

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

  6/17(月)  2:33PM( OH11M) 

  6/17(月)  9:00PM( OH54M) 

  6/17(月)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。

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

DVD-R/DVD-RWは、デジタル放送をコピーす
る場合、CPRMに対応している必要があります。

DVDのフォーマットを選びます：

[VR]
デジタル放送をコピーするとき

[ビデオ]
ビデオカメラの映像（タイトル）など、コピー
制限のないタイトルをコピーするとき

STEP 3

らくらく
スタートガイド

取扱
説明書もっと知りたい

次の情報は取扱説明書で紹介： 
… 「コピー／ダビングする」をご
覧ください。 
ˎˎ コピーできるディスク／映像の種類
ˎˎ コピー中の操作制限 
ˎˎ ダビング先の空き容量を確認したい 
ˎˎ ディスクに保存した映像を本機にコピーし
たい

ˎˎ ディスクにおさまるようにコピーしたい 
ˎˎ 二か国語放送／字幕付きの番組をディスク
にコピーしたい 

ˎˎ ディスクをファイナライズしたい 
ˎˎ 本機で作成したDVDを他機器で再生したい
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 ビデオテープを本機にコピーしたい

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。

番組を録画予約する

録画した番組を消す ダビングする

放送中の番組を見る

終了する

終了する

選ぶ

決定する

録画した番組を見る

入力切換 電源

本機の画面が表示されない場合は、テレビの電源
を入れ、入力を切り換えてください。 

ビデオデッキの準備をする

1 ［ダビングする］を選び、決定する。
らくらくスタートメニュー

番組を録画予約する

録画した番組を消す ダビングする

放送中の番組を見る録画した番組を見る

録画した番組（タイトル）をＢＤやＤＶＤに残したり、

ビデオテープの映像をＨＤＤに取り込むことができます。
終了する

終了する

選ぶ

決定する

2 ［VHSからダビングする］を選び、決定する。

前へ戻る

終了する

選ぶ

決定する

らくらくスタートメニュー
ダビングする
行いたいダビングを選んでください。

ビデオテープの映像をＨＤＤに
取り込みます。

ＢＤ/ＤＶＤへダビングする

ＶＨＳからダビングする

映画などの市販のビデオソフトは本機にコピーで
きません。

3 画面に従ってビデオデッキと接続されている
か確認し、［次へ］を選び、決定する。

らくらくスタートメニュー
ダビングする
本機とビデオデッキを映像／音声ケーブルで接続してください。

ビデオデッキ

出
力

本機

戻る

入
力

次へ

4 ビデオデッキの電源を入れ、［次の操作へ進
む］を選び、決定する。

STEP 1 STEP 2
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コピーする

1 を押しダビングする時間をで設定して
から、ビデオデッキの再生準備をする。

ＶＨＳダビング

中止

確定
ビデオテープの映像をダビングします。
ダビングする時間を設定してください。

録画先 ：　　ＨＤＤ
ＨＤＤ残量 ： 385.2GB［ 84H55M ］

ビデオデッキ側で再生し、 背景に映像が見えていることを確認して、
ダビングしたい位置で再生一時停止してください。

時間 グループ録画モード

グループなし

125分

2 を押し［確定］を選び、決定する。
3 ［実行］を選び、決定する。

ＶＨＳダビング

[実行]を選ぶとダビングを開始します。
ダビング開始のメッセージが表示されてから
ビデオデッキ側の再生を開始してください。

ダビングは設定された時間後に停止します。
時間：125分

実行 中止

4 画面に従ってビデオデッキで再生を開始する。

ダビングを開始しました。
ビデオデッキ側の再生を開始してください。

ＶＨＳダビング 入力

HDD 0:00:08 / 2:05:00

これでコピーが始まりました！

さらにディスクにコピーできます
（16ページ）

本機にコピーした映像（タイトル）
を再生できます（10ページ）

STEP 3

らくらく
スタートガイド

取扱
説明書もっと知りたい

次の情報は取扱説明書で紹介： 
… 「他機器から取り込む」をご覧
ください。 
ˎˎ 動画を取り込みたい
ˎˎ 写真を取り込みたい



20

 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。

番組を録画予約する

録画した番組を消す ダビングする

放送中の番組を見る

終了する

終了する

選ぶ

決定する

録画した番組を見る

入力切換 電源

本機の画面が表示されない場合は、テレビの電源
を入れ、入力を切り換えてください。 

削除画面を表示する

1 ［録画した番組を消す］を選び、決定する。
らくらくスタートメニュー

番組を録画予約する

録画した番組を消す ダビングする

放送中の番組を見る録画した番組を見る

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

STEP 1 STEP 2
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削除する

1 番組（タイトル）を選び、決定する。
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：

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。

  6/17(月) 9:00PM( OH54M)TV Minato 
スポーツ中継

世界の旅「オーストラリア」

都市ネットワーク
  6/17(月)11:00AM( OH55M)TV Minato 

  6/17(月) 2:33PM( OH11M)TV Minato 

2 を押し［確定］を選び、決定する。
3 ［はい］を選び、決定する。

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:380.0GB0.0GB選択容量：

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。

  6/17(月) 9:00PM( OH54M)TV Minato 
スポーツ中継

世界の旅「オーストラリア」

都市ネットワーク
  6/17(月)11:00AM( OH55M)TV Minato 

  6/17(月) 2:33PM( OH11M)TV Minato 

STEP 3

らくらく
スタートガイド

取扱
説明書もっと知りたい

次の情報は取扱説明書で紹介： 
…「削除／編集する」をご覧くださ
い。 
ˎˎ ハードディスクの映像を削除したい
ˎˎ BDの映像を削除したい
ˎˎ 削除できないように保護をかけたい（プロテ
クト） 

ˎˎ チャプターを分割／削除／結合したい 
ˎˎ 映像の一部分をカットしたい（部分削除） 
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「もくじでジャンプ」機能のご紹介

番組の再生中に、見たいところにジャンプ！

再生前に、番組の内容をチェック！

ˎˎ 本機能は地上デジタル放送が対象です。取得できる番組はお住まいの地域によって異なります。
ˎˎ インターネットへの接続が必要です。

らくらく
スタートガイド

取扱
説明書もっと知りたい

設定や詳しい使いかたは、別冊の取扱説明書を
ご覧ください。

コーナー目次 詳細

コーナーの情報表示や再生ができます。
［緑］ボタンを押すと、複数のコーナーを
まとめて再生することができます。

今日の運勢

ＣＭ

＜スポット＞今注目のリゾート

ＣＭ

＜ファッション＞人気モデルがこの夏の服

0 : 07

0 : 10

0 : 20

0 : 25

0 : 27

＜映画＞おすすめの映画を紹介0 : 11

0 : 00 今日の天気

ビデオ

コーラルリーフ
　6/17（月） 5：15PM( 0H43M)TV Minato　6/17（月） 5：15PM( 0H43M)TV Minato

ビデオ　録画したタイトルやディスクの再生/ダビング/録画予約 残:380.0GB

コーラルリーフ 　6/17（月）  5：15PM　6/17（月）  5：15PM

もくじでジャンプ

コーナー目次 コーナー数  ：  24詳細

コーナーの情報表示や再生ができます。
［緑］ボタンを押すと、複数のコーナーをまとめて再生することができます。

今日の運勢

ＣＭ

＜スポット＞今注目のリゾート

ＣＭ

0 : 07

0 : 10

0 : 20

0 : 25

＜映画＞おすすめの映画を紹介0 : 11

0 : 00 今日の天気

～ もっと便利に見る ～
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困ったときは

こんな場合は故障ではありません

 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・・・

電源が「切」でも、次のような場合、本機が動作をすることがあります。

ˎˎ 番組表データの取得時
ˎˎ 録画中（予約、x-おまかせ・まる録など）
ˎˎ ダビング中、ワイヤレスおでかけ転送中
ˎˎ ルームリンク、LAN録画／LANムーブ
などLAN機能利用時
ˎˎ 瞬間起動設定時（瞬間起動の待機時）
ˎˎ ソフトウェアのアップデート時

ˎˎ コーナー情報の自動取得時
ˎˎ［HDMI機器制御設定］の［高速連動］を
［入］に設定時
ˎˎ リモート録画予約機能の利用時
ˎˎ スカパー！の無料視聴期間サービスの利
用時
ˎˎ 録画モード変換中（自動／手動）

 など
このような場合、内部で動作しているので
音がすることがあります。

 「PLEASE WAIT」と点滅表示され、なかなか起動しない

本機の起動中は、本体表示窓に「PLEASE WAIT」が点滅表示されます。
本機の起動には数十秒かかりますので、そのままお待ちください。
起動時間を短くするには、［瞬間起動］に設定してください（別冊の取扱
説明書をご覧ください）。［瞬間起動］に設定すると、［標準］よりも消費
電力は増えます。

 番組表の全部または一部が表示されない

番組表は少しずつ取得します。視聴中の放送局や、電
源を切っているときに各放送局から取得します。放送
局ロゴも取得されるまでお待ちください。

次のように番組表データがない場合は表示されません。
ˎˎ 初めてのご使用時。
ˎˎ 電源コードをコンセントから抜いていた。
ˎˎ 放送を受信できていない。
ˎˎ 地デジやBS/CSのアンテナが正しく接続されていない。

番組表を取得するには
ˎˎ 電源を切っておく（一晩ほどお待ちください）。
ˎˎ 表示させたい放送局をしばらく視聴する。
ˎˎ 番組表表示中に、オプションボタンを押して［番組表取得］を選ぶ。

操作を受け付けなくなった場合は

・・・・ 電源「切」にできない、本体表示窓が「Exxxx」や「SYSTEM ERROR」
となっている場合、本機前面の扉を開き、リセットボタンを押して
ください。
本体表示窓に「PLEASE WAIT」が点滅し、しばらくして表示が消え
たら電源を入れ直してください。
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製品について困ったときは
●よくあるお問い合わせのQ＆Aを知りたい
●アンテナやテレビとの接続を確認したい
●使いかたの詳しい情報を知りたい
●接続できる機器を知りたい

インターネットで下記アドレスを入力してください。

http://www.sony.jp/support/bd/

または

別冊の取扱説明書の「困ったときは」をご確認ください。
●本機のメッセージを確かめる 
●よくあるトラブルと解決方法 
●ソフトウェアアップデートについて 
●保証書とアフターサービス
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