
USB機器が接続されました。アプリを選んでください。

閉じる

録画用ハードディスク登録
接続中のハードディスクを録画用に登録する

アルバム
写真を見る

ミュージック
音楽を聴く

ビデオ
動画を見る

録画用に使用する場合は、
登録が必要です。
録画用に登録しますか？
登録するとハードディスク内の
データはすべて消去されます。

いいえはい

ソニー BRAVIAで使う

ハードディスクを接続したとき、お使いのテレビにより
最初に表示する画面が異なります。
画面を確認し、ABいずれかの手順にお進みください。

■この画面が表示されたら

　 Aパターンへ
■この画面が表示されたら

　 Bパターンへ

【ホーム】ボタン
ホームメニューを表示

【決定】ボタン
選択した項目を決定

「　　　　」で選択

表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのテレビに付属の取扱説明
書をお読みになり、設定してください。

■ハードディスクを登録する（初期化）
本製品をテレビに接続します。「はじめにお読みください」を参照

お使いのテレビで本製品を登録すると専用機器となります。
一度登録したハードディスクを他のテレビ・レコーダーで使用するには、再度登録する必要
があります。その際、ハードディスクに保存したデータは消去されますのでご注意ください。
•本製品に保存したデータの消失についてはいかなる運用形態にかかわらず、弊社では一切その責任
を負いません。

•重要なデータは万一に備えて必ず複数のメディアにバックアップを取っておくようにお願いいたします。



USB機器が接続されました。アプリを選んでください。

閉じる

録画用ハードディスク登録
接続中のハードディスクを録画用に登録する

アルバム
写真を見る

ミュージック
音楽を聴く

ビデオ
動画を見る

設定
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録画機器設定

録画機器設定
USB端子につないだハードディスク、またはネットワー

クでつないだ機器の録画設定をします。

設定

ネットワーク＆周辺機器

録画機器設定

録画用に登録
接続中のUSBハードディスクを録画用に登録します。

登録解除
録画用として登録したUSBハードディスクを解除します。

HDD診断
USBハードディスクの録画機能診断を行います。

サーバー設定
ホームネットワークで接続している録画機器の設定を行い
ます。

A パターン
❶ハードディスクを接続すると
「アプリ選択」画面が表示さ
れます。
［録画用のハードディスク登
録］を選択し、【決定】ボタン
を押します。

①リモコンの【ホーム】ボタン
を押します。

②ホーム画面で［設定］を
選択して、【決定】ボタンを
押します。

③ネットワーク＆周辺機器→
［録画機器設定］を選択
して、【決定】ボタンを
押します。

④［録画用に登録］を選択
して、【決定】ボタンを
押します。

■ホーム画面から登録するには

注）表示した「アプリ選択」画面を閉じてしまった場合は、次の手順にて
ホーム画面から［録画用に登録］を選択します。

手順❷へ

手順❷へ



録画用に登録
登録すると、ハードディスク内のデータはすべて消去されます。
よろしいですか？

はい

いいえ

録画用に登録
このHDDの内容はすべて削除されますが、本当によろしいですか？

ハードディスクを登録しまし
た。
HDDラベル名：　HDD1
使用可能容量：　1.819TB

OK

はい

いいえ

❸［はい］を選択して、
【決定】ボタンを押します。

❹登録終了の画面が表示
されれば、ハードディスク
の登録は完了です。
【決定】ボタンを押します。

●登録中は、絶対にUSBケーブルを抜いたりテレビやハード
ディスクの電源を切らないでください。故障の原因になり
ます。

❷「録画用に登録」画面で
［はい］を選択して、
【決定】ボタンを押します。

確認のメッセージが表示
されます。

※HDDラベル名は接続しているハードディスクの台数によって変わります。



録画機器設定

録画機器設定
USB端子につないだハードディスク、またはネットワー

クでつないだ機器の録画設定をします。

設定

録画用に登録
接続中のUSBハードディスクを録画用に登録します。

登録解除
録画用として登録したUSBハードディスクを解除します。

HDD診断
USBハードディスクの録画機能診断を行います。

サーバー設定
ホームネットワークで接続している録画機器の設定を行い
ます。

診断結果は下記の通りです。

HDDラベル名：　HDD1
このHDDは本機の全ての録画機能をご利用頂けます。

OK

これでハードディスクに録画する準備ができました。
以降は「ソニー製液晶テレビ BRAVIA」に付属の
取扱説明書をお読みになり、録画してください。

❶「■ メニュー画面から登録するには」の①～③の手順で
［録画機器設定］画面を表示させます。

HDD診断中のメッセージが
表示されます。

❷［HDD診断］を選択して、
【決定】ボタンを押します。

■ハードディスクを診断する
ハードディスクの調子が悪い場合など、必要に応じて診断を行います。

●診断中は、絶対にUSBケーブルを抜いたりテレビやハードディ
スクの電源を切らないでください。故障の原因になります。

❸診断結果の画面が表示さ
れれば、ハードディスク
の診断は完了です。
【決定】ボタンを押します。

※HDDラベル名は接続しているハードディスクの台数によって変わります。



録画用に使用する場合は、
登録が必要です。
録画用に登録しますか？
登録するとハードディスク内の
データはすべて消去されます。

いいえはい

録画用HDD（ハードディスク）設定

録画用に登録

登録解除

HDD診断

接続中のハードディスクを録画用に
登録します。

機能設定

シーンセレクト

省エネ設定

録画用HDD（ハードディスク）設定
［HDD録画］と書かれたUSB端子に
つないだハードディスクの設定をします。

スムーズストリーミング設定

設定
画質・映像設定
画質や映像に関わる設定をします。

音質・音声設定
音質や音声に関わる設定をします。

機能設定
本機を便利に使うための設定をします。

放送受信設定
放送を受信するための設定をします。

B パターン

注）表示した「登録確認」画面を閉じてしまった場合は、次の手順にて
ホーム画面から［録画用に登録］を選択します。

①リモコンの【ホーム】ボタンを
押します。

②［設定］→［機能設定］を選択して、
【決定】ボタンを押します。

③「録画用HDD（ハードディスク）
設定」を選択し、【決定】ボタン
を押します。

④「録画用に登録」を選択し、
【決定】ボタンを押します。

❶ハードディスクを接続すると
「登録確認」画面が表示されるので、【はい】を選択して、
【決定】ボタンを押します。

■ホーム画面から登録するには

手順❷へ

手順❷へ



登録すると、ハードディスク内のデータは
すべて消去されます。
よろしいですか？

録画用に登録

いいえはい

このHDDの内容はすべて削除されますが、
本当によろしいですか？

録画用に登録

いいえはい

このハードディスクの登録名：HDD1
この名前で登録しますか？
別の名前で登録する場合は、「いいえ」を選んでくだ
さい。

録画用に登録

はい いいえ

ハードディスクを登録しました。
HDDラベル名：HDD1
使用可能容量：1.8TB

録画用に登録

決定

❸［はい］を選択して、
【決定】ボタンを押します。

❹登録名の確認画面が表示
されます。
表示された名称でよければ
［いいえ］を選択して、
【決定】ボタンを押します。

❺登録終了の画面が表示され
れば、ハードディスクの登録
は完了です。
【決定】ボタンを押します。

●登録中は、絶対にUSBケーブルを抜いたりテレビやハード
ディスクの電源を切らないでください。故障の原因になり
ます。

登録名を変更する場合は
「はい」を選択して、テレビに
付属の取扱説明書を見ながら
登録名を設定してください。

❷「録画用に登録」画面で
［はい］を選択して、
【決定】ボタンを押します。
確認のメッセージが表示され
ます。

※登録名は接続しているハードディスクの台数によって変わります。

※ラベル名、使用可能容量は接続している
ハードディスクによって変わります。



録画用HDD（ハードディスク）設定

録画用に登録
登録解除

HDD診断
HDDの録画機能診断を行います。

［HDD録画］端子に接続している録画用
USBハードディスクの診断を開始します。

この診断には数分かかります。開始しますか？

HDD診断

いいえはい

HDD診断

診断結果は下記の通りです。
HDDラベル名：HDD1
このHDDは本機の全ての
録画機能をご利用頂けます。

決定

これでハードディスクに録画する準備ができました。
以降は「ソニー製液晶テレビ BRAVIA」に付属の
取扱説明書をお読みになり、録画してください。

❶「■ ホーム画面から登録するには」の①～③の手順で
［録画用HDD（ハードディスク）設定］画面を表示させます。

❷［HDD診断］を選択して、
【決定】ボタンを押します。

❹診断結果の画面が表示され
れば、ハードディスクの診断
は完了です。
【決定】ボタンを押します。

●診断中は、絶対にUSBケーブルを抜いたりテレビやハード
ディスクの電源を切らないでください。故障の原因になります。

■ハードディスクを診断する
ハードディスクの調子が悪い場合など、必要に応じて診断を行います。

❸［はい］を選択して、
【決定】ボタンを押します。

※ラベル名は接続しているハードディスク
の台数によって変わります。



■ハードディスクを取り外す
ハードディスクを取り替えるときなど、テレビから取り外す場合は次の
手順で行います。

① テレビの電源を切ります。

② テレビのUSB端子からUSBケーブルを抜き、ハードディスクを取り
 　外します。


