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録画ガイド〈レグザ〉
東芝ハイビジョン液晶テレビ〈レグザ〉Z1シリーズで、VDR-NASに録画する方法を説明しています。

〈レグザ〉に、VDR-NASをつなぎます。ステップ 1 ※〈レグザ〉の電源を入れたままでも取り付けできます。

〈レグザ〉に、VDR-NASが認識されたことを確認します。

[機器選択]画面が表示されますので、　　　　で登録した

「disk1」と、LAN-Sとしての｢VDR-NASxxxxxx｣※が表示

されていることを確認します。

※xxxxxxは、MACアドレスの下6桁

ステップ 3

ステップ 2

１ リモコンの　　　を押して、[　　録画番組を見る]

にカーソルを合わせ、　　を押します。

２

VDR-NASに録画します。ステップ 4
番組表からかんたんに録画予約できます。

機器選択時にVDR-NASを選択します。

※録画方法については、〈レグザ〉の取扱説明書をご覧ください。

機器選択

で選び　　決定 を押す　　戻る　で通常画面 クイック

USB 2

ハードディスク 2

LAN 1 LAN 2

disk1(VDR-NA
S-xxxxxx)

LAN-S

XXXXXXXX
VDR-NASxxxxxx
[Family Max]

機器を選択してください。

確認

〈レグザ〉に、VDR-NASを登録します。

次の操作で[LAN ハードディスク設定]画面にします。
①リモコン下側のフタを開き、　　　　を押します。

②　　・　　で「レグザリンク設定」を選び、　　を押します。

③　　・　　で「LAN ハードディスク設定」を選び、　　を押します。

※登録画面にVDR-NASが表示されていない場合、リモコンの　　　　を押すと
　再検索できます。
※VDR-NASが複数台登録されている場合は、VDR-NASの名前（VDR-NASxxxxxx 
　xxxxxxは、MACアドレスの下6桁）で、どのVDR-NASか確認します。

　・　 で[機器の登録]を選び、　  を押します。

１

接続したVDR-NASの「disk1」のみチェックをつけます。

２

３

ステップ 2

VDR-NASxxxxxx

VDR-NASxxxxxx

VDR-NASxxxxxx

VDR-NASxxxxxx

VDR-NASxxxxxx

VDR-NASxxxxxx

VDR-NASxxxxxx

disk1

contents

チェック

〈レグザ〉とVDR-NASをつなぐ

VDR-NASに録画する

※テスト結果は目安です。テスト結果が「OK」でも、結果どおりの動作にならないことがあります。

VDR-NASxxxxxx

VDR-NASxxxxxx

VDR-NASxxxxxx

選択
ハードディスク動作テスト

次の操作で[LAN ハードディスク設定]画面にします。１
①リモコン下側のフタを開き、　　　　を押します。

②　　・　　で「レグザリンク設定」を選び、　　を押します。

③　　・　　で「LAN ハードディスク設定」を選び、　　を押します。

次の操作で動作テストします。

①　　・　　で「動作テスト」を選び、　　を押します。

②　　　  で登録した機器を　　・　　で選び、　　を押します。

　→テストが始まります。終了するまで数分間かかります。

③テスト結果を確認後、　　　　を押して、メニューを消します。

２

ステップ 2

VDR-NASで「録画」、「同時録再」ができるかテストするには？

録画

同時録再

テスト結果が「OK」の場合は、ハイビジョン画質での録画ができます。

テスト結果が「OK」の場合は、ハイビジョン画質での追っかけ再生や、録画しながらの録画済番組再
生ができます。

添付のLANケーブルで、VDR-NASをルーターやハブなどのネットワーク機器の

[LAN]ポートにつなぎます。

VDR-NASのACアダプタをつなぎます。

お手持ちのLANケーブルで、ルーターやハブなどのネットワーク機器を

〈レグザ〉背面の[LAN]端子につなぎます。

VDR-NAS前面の　　を押して電源を入れます。

１

２

３

●本製品は、〈レグザ〉とは電源連動できません。

ご注意

→VDR-NASの電源ランプが 5分ほど緑点滅します。

　「ピー」とブザーが鳴り、電源ランプが青点灯となれば起動完了です。

４

ルーターやハブなどのLANポート

LANケーブル

〈レグザ〉背面

コンセント

ACアダプタ

DC-INLANポート

▼本製品背面
本製品前面の電源ボタン

１
２

３

４



リモコンの　　　　を押し、
[　　録画番組を見る]を選び、　　を押します。

1

録画した番組をダビングしてみよう！ VDR-NASに保存した番組を削除するには？

３ 表示されたフォルダから、
[Video]または[ビデオ]を選び、　　を押します。

４ さらに、表示されたフォルダから、
[All Video]または[すべてのビデオ]を選び、　　を押します。

2 [機器選択]から、ダビングしたい
番組の入っている機器を選択し、
　　を押します。

表示された録画リスト画面で
ダビングしたい番組を選び、
リモコンの　　　（ダビング）を
押します。
※10回目の転送時の場合、またはダビング10非対応の場合、
　画面の表記が「ムーブ」になります。

3

「LAN-S」で表示される「VDR-NAS」※1を

選択し、　　を押します。

※1 VDR-NASxxxxxx
※録画中や、移動先のハードディスクの容量が不足している
　場合はダビングできません。
※ダビング中は、録画や録画した番組の再生はできません。

ダビング先の機器を選択します。5
ダビング先を指定してください。

ダビングができます。
ダビングした番組は元の機器に戻すことはできません。

1 XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

VDR-NASxxxxxx

で選び　決定 を押す

ダビング先指定

2

3

4

-S

（LAN-S）
を選ぶ

ダビングを実行します。
「選択した番組をダビングしますか？」

で[はい]を選び、　　を押します。
ダビング中は、その進行状況が画面右下に表示されます。

※ダビング中に録画予約の開始時間になりそうな場合は、
　ダビングできません。
※画面に表示される状況（パーセント表示）は目安です。
※ダビング中は、本製品のSTATUSランプが橙点滅します。

6

４ ダビング件数を選び、
　　を押します。

ダビング

１件ダビング

複数ダビング

で選び 決定 を押す 戻る で前画面

ダビング件数を
選ぶ

リモコンの　　　　を押し、
[　　録画番組を見る]を選び、　　を押します。

1

2

→録画した番組を削除する場合
　「LAN x」で表示される「VDR-NASxxxxxx」※を選択し、　　　を押します。

　その後、　　へお進みください。

→ダビングした番組を削除する場合
　「LAN-S」で表示される「VDR-NASxxxxxx」※を選択し、　　　を押します。

削除したい番組が保存されている機器を
選択します。

５

５ 表示された録画リストから削除したい番組を選択し、
リモコンの　　　（削除）を押します。

6 削除件数を選び、
　　を押します。

削除

１件削除

複数削除

グループ内全削除

で選び 決定 を押す 戻る で前画面

削除件数を選ぶ

「選択した番組を削除してよろしいですか？」と
表示されたら、［はい］を選び、
　　を押します。

7

削除が始まります。
削除中は進行状況がパーセント表示されます。

7/13 　　　新しい番組順

録画リスト

お元気ですか　▽梅祭り中継～

字  体操の時間

5.  1 SS  オリンピック総集編　▽男子スノ…　

字 デ  ふしぎの授業「わくわく！おもちゃ作…
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HD

ハードディスク 2

　録画可能時間：ｘｘｘｘｘ
　残量：90%

で選び  決定 で選択/取消  戻る でキャンセル 青   保護/解除  赤  削除実行  黄 番組説明 クイック

[複数ダイビング]の場合、録画リストが表示されます。
ダビングする番組に　　で　　　をつけます。
番組を選択後、　　　　を押します。

はい いいえ

ダビング

VDR-NASxxxxxx
[Family Max]

　　　  

LAN-S

ハードディスク2

％99　　　％99 ： 量残

USB　2

選択した番組をダビングしますか？
実行後は、コピー可能回数が残りｘ回になります。

　で選び　　決定 を押す　　戻る　で前画面

[ はい ]
を選ぶ

[複数削除]の場合、録画リストが表示されます。
削除する番組に　　で　　　をつけます。
番組を選択後、　　　　を押します。

東芝ハイビジョン液晶テレビ〈レグザ〉Z1シリーズで、USBハードディスクに録画した番組をVDR-NASへ
ダビングする方法を説明しています。
※出荷時設定ではカートリッジへのダビングは「無効」になっています。設定を有効にする方法は、別冊の【取扱説明書】をご覧ください。
※iVDR-Sに番組をダビング中は、本製品に録画した番組の再生が行えません。

東芝ハイビジョン液晶テレビ〈レグザ〉Z1シリーズでの方法を説明しています。

ダビングしたい
番組を選ぶ
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削除したい
番組を選ぶ
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※ xxxxxxは、MACアドレスの下6桁
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機器を選択してください。
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機器を選択してください。

ダビングした
番組の場合

録画した
番組の場合


