
● この資料では、「LGエレクトロニクス製 INFINIA（インフィニア）」の
「LE5300」の場合を例に説明しています。
● 「LE5300」以外の機種では、テレビ画面に表示される内容、手順が実
際と異なる場合があります。お使いの機種に付属のマニュアルも必ずあ
わせてお読みください。

● 「INFINIA」は本文中では「インフィニア」と表記しています。

■ テレビにつなぐ前に テレビに付属している取扱説明書をご確認ください

かんたん接続ガイド

LaCieハードディスク を 
「LGエレクトロニクス製INFINIA（インフィニア）」につないで使う 
このたびはLaCie製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この資料では、LaCieハードディスクを「お買い上げ直後の状態」から「LGエレクトロニク
ス製INFINIA（インフィニア）」に接続し、外付け録画機器として使用できるまでを説明し
ています。

この説明書は、使用開始後も大切に保管しておいてください。

◆ 動作確認済みの製品（2011年3月現在）
LX9500, LE8500, LE7500, LE5500, LE5300
＊検証内容は当社独自調査によるものであり、LGエレクトロニ
　クス・ジャパンへのお問い合わせはご容赦願います。

付属のACアダプタのプラグを本製品の電源コネクタに接続
し、電源プラグをACコンセントに差し込みます。

付属のUSBケーブルのコネクタを本製品のUSBポートに接続し、反対
側をテレビ背面のUSB1（録・再専用）と書かれた端子に接続します。

付属のUSBケーブルのコネクタを本製品のUSBポートに接続し、反対
側をテレビ背面のUSB1（録・再専用）と書かれた端子に接続します。

【本体背面に電源スイッチがある場合】
本体背面の電源スイッチをONにしてください。本製品の電源が入り、電源ランプが点灯します。

テレビ（背面）

USBケーブル

本製品

ACアダプタ

ACコンセント
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● OSのコマンドで再フォーマットを実行すると、本製品に保存されたPDFマニュアルやユーティリティは消去されます。
セットアップが完了したら、マニュアルやユーティリティを他のメディアなどにバックアップしておくことをお勧めします。

● LaCie Setup Assistant を起動しない場合、またフォーマットを開始したあとで LaCie Setup Assistant を終了した場合は、ハードディスクの使
用準備が整わないため手動で再フォーマットする必要があります。 その場合 PDF マニュアルやユーティリティもハードディスクにコピーされません。

本製品は、「インフィニア」で使用する前に、パソコン上でソフトウェア「LaCie Setup Assistant」（以下LSA）を実行する必要があり
ます。LSAは、ウィザード形式で、ご利用環境に最適な形式でフォーマットを実行し、フォーマットしたボリュームにPDFマニュアルとユー
ティリティを保存します。

以降は、画面の指示に従って操作し、フォーマット（最適化）
を進めてください。

［マイ コンピュータ］で LaCieドライブアイコンをダブルクリックします。

デスクトップの LaCie Setup Assistant アイコンをダブルクリックします。

Windows

Macintosh

→ウラ面も必ずお読みください
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STEP

1 ハードディスクを「インフィニア」で使えるように準備します

STEP

2 ハードディスクを「インフィニア」に接続します

パソコンにてフォーマットをおこなわない場合、本製品は正しく使用できません。

あらかじめテレビの電源を入れておいてください

ACアダプタを使用する場合 ACアダプタを使用しない場合（バスパワー対応製品の場合）

● 本製品は、テレビの「USB1（録・再専用）」と書かれた端
子に直接接続してください。テレビには他にもUSB端子があり
ますが、他の端子に接続しても本製品には録画できません。

● USBケーブルのコネクタ形状は、本製品側とテレビ側で異な
ります。コネクタの形状が異なると接続できませんので、接
続前に確認してください。

● 本製品の複数接続はできません。
● USBハブは使用できません。
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● 本製品は、テレビの「USB1（録・再専用）」と書かれた端
子に直接接続してください。テレビには他にもUSB端子があり
ますが、他の端子に接続しても本製品には録画できません。

● USBケーブルのコネクタ形状は、本製品側とテレビ側で異な
ります。コネクタの形状が異なると接続できませんので、接
続前に確認してください。

● 本製品の複数接続はできません。
● USBハブは使用できません。
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本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
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実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
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テレビで本製品を初期化すると、テレビ専用の形式でフォーマットされます。
いったんテレビで初期化した本製品をパソコンで使用するには、パソコンで再フォー
マットする必要があります。

■ Windows 7/Vista の場合
コントロールパネルの［ディスクの管理］画面を表示した状態で本製品を接続します。
表示された「未割り当て」の領域を右クリックし、形式を選択してフォーマットします。
詳細はWindowsのオンラインヘルプをお読みください。

■ Windows XP の場合
Windows XPでのフォーマットは、専用ソフト（フォーマッタ）でおこないます。
専用フォーマッタは、以下のURLからダウンロードしてください。

■Macintosh の場合
本製品のドライブを選択し、［パーティション］タブを選択するとフォーマット画面が表示されます。
ハードディスクを接続したあと、［アプリケーション］→［ユーティリティ］→［ディスクユーティリティ］
を選択して［ディスクユーティリティ］を起動します。そのあと、フォーマットを実行してください。
詳細はご使用のMac OS のオンラインヘルプや説明書をお読みください。

http://www.lacie.jp/download/fmt32/

4000007  110301

ハードディスクを取り替えるときなど、本製品をテレビから取り外す場合は、次の手順で
おこないます。

［はい］を選択して、
【決定】ボタンを押します。

この画面が表示されたら、本製品
の電源スイッチをOFFにして電源
を切り、テレビから取り外します。

［取り外し］を選択して、
【決定】ボタンを押します。

「STEP3」の手順　 ～　 をお読みになり、［USBハードディスク］メニュー
を表示します。
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「STEP3」の手順　 ～　 をお読みになり、［USBハードディスク］メニュー
を表示します。
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本製品を初期化すると、本製品に記録されているすべてのデータが消去
されます。

再度インフィニアで使用する場合、事前に“STEP 1  ハードディスクをイ
ンフィニアで使えるように準備します ”をおこなう必要があります。その
際、本製品は初期化され、本製品に記録されているすべてのデータが消去さ
れます。

リモコンは、テレビの正面に向けて
操作してください。

［初期設定］を選択して、
【決定】ボタンを押します。

［メニュー］ボタンを押します。

ここからは、テレビの画面を見ながら、テレビ
に付属のリモコンで操作します。
リモコンの操作の詳細については、テレビの
マニュアルをお読みください。

［USBハードディスク］を選択して、
【決定】ボタンを押します。

［ハードディスク初期化］を選択し
て、【決定】ボタンを押します。

［する］を選択して、
【決定】ボタンを押します。

この画面が表示されれば、初期化
は完了です。
【確認】ボタンを押します。

この画面が表示されれば、動作
確認は完了です。
【確認】ボタンを押します。

［動作確認］を選択して、
【決定】ボタンを押します。

カーソルを
   動かして
選択する

決定する

●  本製品をインフィニアで使用する場合、事前に“STEP 1  ハードディスク
を「インフィニア」で使えるように準備します”をおこなう必要があります。

●  本製品を初期化すると、本製品に記録されているすべてのデータが消去さ
れます。

●  初期化中は、絶対にテレビや本製品の電源を切らないでください。
本製品やテレビの故障の原因になることがあります。

STEP

3 本製品を初期化します
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初期設定

・かんたん設定
・地域設定
・チャンネル設定
・アンテナ設定
・USBハードディスク
・ダウンロード設定

ハードディスク初期化

 　 初期化を実行するとハードディスクの
　  内容はすべて削除されます
　  初期化しますか？

する しない

？

USBハードディスク

 ワンタッチ録画 ：自動
 検出　　　　　： 接続
 取り外し
 データ自動削除 ： オン
 省エネモード　 ：省エネ
 動作確認
 ハードディスク初期化
　　　　   戻る

USBハードディスク

 ワンタッチ録画 ：自動
 検出　　　　　： 接続
 取り外し
 データ自動削除 ： オン
 省エネモード　 ：省エネ
 動作確認
 ハードディスク初期化
　　　　   戻る

［ディスクの管理］画面の表示方法は、OSにより異
なります。

●Windows 7
［システムとセキュリティ］から、
［管理ツール］→［ハードディスク パーティション
の作成とフォーマット］を選択。

●Windows Vista
［管理ツール］→［コンピュータの管理］を選択。

初期設定 映像設定 音声設定 タイマー

ロック 機器設定 通信設定 マイメディア

取り外し 

はい いいえ

？ USBハードディスクを
取り外しますか？

本製品の取り外し ハードディスクの電源を入れたまま
操作を始めてください。

USBハードディスク動作確認

確認

USBハードディスクの正常動作を
確認しました

i

ハードディスク初期化

確認

初期化が完了しましたi

ハードディスクの取り外し

確認

ハードディスクの接続を切りました
安全な取り外しが可能です

i
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パソコンでの利用について

動作確認
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これでLaCieハードディスクに録画する準備ができました。
以降はテレビに付属のマニュアルをお読みになり、

録画をおこないましょう。

メニュー 番組表 クイックメニュー

戻る データ 終了

決定

USBハードディスク

 ワンタッチ録画 ：自動
 検出　　　　　： 接続
 取り外し
 データ自動削除 ： オン
 省エネモード　 ：省エネ
 動作確認
 ハードディスク初期化
　　　　   戻る

［USBハードディスクの正常動作を確認
しました］と表示されるまでお待ちくだ
さい。




