
ルーター経由でつなぐ場合

ステップ 1 以下のいずれかの方法で設置します。

録画を行う前に、以下の手順で、スカパー！HD対応チューナーにVDR-NASを登録します。
機器の登録は初回設定時のみです。
※登録を行う前にVDR-NASが起動していることを確認してください。

VDR-NASを登録します。ステップ 2

チューナーのリモコンの 　を押します。１

押す
2 　　　で[端末設定]を選択します。 

３ 　　で[スカパー！HD録画機器登録]を選択し、

　　　を押します。 

６  を押し、端末設定画面に戻ります。

 を押します。

→テレビ画面に戻ります。 

押す

４ 接続したVDR-NAS※が表示されますので、

　　　でチェックを付けます。

※VDR-NASxxxxxx[Family Max]
　xxxxxxは本製品のMACアドレスの下6桁

●録画予約を行うときや予約録画が実行される時間には、VDR-NASの電源を入れておく必要があります。
●VDR-NASのファームウェアアップデートにはインターネット環境が必要です。また、VDR-NASの設定変更には、
同一ネットワーク上に接続されたパソコンが必要です。または＜レグザ＞などブラウザー機能を持つテレビが接
続されている場合は、一部の設定変更ができます。
●タイトルリストに表示される番組の[録画日時]が、実際に録画を開始した時間よりずれることがあります。
VDR-NASの時刻がずれているのが原因です。正しい時刻を再設定するか、VDR-NASがインターネット環境に接
続されていれば、[タイムサーバーと同期]を[同期する]に設定することで解消されます。
●連続した予約を複数入れる場合は、前の録画番組の後端に、最大９０秒の未録画時間が発生します。
●連続した時間で複数の時間指定の録画予約などをした場合、次の番組の著作権保護レベルが上がると、次の番
組以降は録画されません。
●「スカパー！HD録画」で録画されたコンテンツの視聴には、「スカパー！HD対応チューナー」または、「H.264が再
生可能なDLNA再生機」が必要です。
●予約録画を設定した番組の直前に視聴年齢制限が設定された番組が放送されていた場合、暗証番号などの入力
を要求されることなく最大10秒間録画される場合があります。
●本製品は、スカパー！HD対応チューナーとは電源連動できません。
●本製品の専用フォーマットを行ったiVDRに録画した番組は、録画したVDR-NASでのみ再生できます。

ご注意

１ 視聴中の番組を録画する場合方法
リモコンの　　を押し、[現在番組録画]を選択すれば、

今見ている番組をすぐにVDR-NASに録画できます。 

※詳しくは、スカパー！ブランドHD対応チューナーの取扱説明書をご確認ください。
※出荷時設定ではカートリッジへの録画は「無効」になっています。
※録画先をiVDR-Sに指定して録画中は、本製品に録画した番組の再生が行えなくなります。

録画した番組は[タイトルリスト]で一覧表示されます。

１ リモコンの　　　を押します。

押す

２ VDR-NASを選びます。

これでスカパー！HDを録画し、いつでも見たい番組を楽しむことができます！

押す

押す
選ぶ 押す

●「HD録画機器が見つかりません｣と表示された場合、以下の手順で、[ネットワーク設定]を変更してください。

①リモコンの　　　　を押します。

②　　　で[端末設定]を選択後、　　で[LAN設定]を選択し、　　　を押します。

③　　　でネットワーク設定を[LAN]へ、アドレス取得方法を[DHCP使用]へ変更後、[設定]を選択し、　　　を押します。

　スカパー！HD対応チューナーと本製品を直接接続している場合、｢AutoIPで設定します。｣のメッセージが表示されます。

　メッセージが消えたら、[設定]を選択し、　　　を押してください。

④再度、　　　　　　　より設定し直してください。

３ [Video]または[ビデオ]を選び、　　　を押します。

４ [All Video]または[すべてのビデオ]を選択し、　　 を押します。

選ぶ

２ 番組表を使って録画する場合方法
リモコンの　　を押し、録画したい番組を選択し、　　（一発予約）

を押すだけで、VDR-NASに録画予約できます。 

録画を行う前に、以下の手順で、スカパー！HD対応チューナーにVDR-NASを登録します。
機器の登録は初回設定時のみです。
※登録を行う前にVDR-NASが起動していることを確認してください。

VDR-NASを登録します。ステップ 2

チューナーのリモコンの 　　を押します。１

２ 　　で[設定する]を選択し、　　　を押します。 

３ 　　で[ネットワーク関連設定]を選択し、　　　を押します。 

４ 　　で[お部屋ジャンプリンク設定]を選択し、　　　を押します。 

 で[お部屋ジャンプリンク機器一覧]を選択し、　　  を押します。 ５

６  で接続したVDR-NAS※を選択し、　　 を押します。 

※VDR-NASxxxxxx[Family Max]　（xxxxxxは本製品のMACアドレスの下6桁）

参考 手順　　でVDR-NASが表示されない場合は、スカパー！HD対応チューナーおよび本製品の電源を一度OFFにし、

ステップ1の手順にて電源をONにしてから再度登録してください。

７  で[メニュー登録]を選択し、　　で[する]を選択します。 

９ 　　　を押し、登録した内容を確認します。
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これで本製品の登録は完了です。

８ 　　　を押し、[お部屋ジャンプリンク機器一覧]画面に戻ります。 

　　　ボタンを数回押すと、視聴画面に戻ります。

[スカパー！HD対応チューナー] スカパー！ブランド SP-HR200Hの場合

<録画を途中で中止する場合>

①　　　を2秒以上押します。

→確認メッセージが表示されます。

②[はい]を選択し、　　を押します。

[スカパー！HD対応チューナー] スカパー！ブランド TZ-WR320Pの場合

１ VDR-NASをチューナーと直接つなぐ場合方法
▼VDR-NAS（背面）

▼スカパー！HD対応チューナー(スカパー！ブランド)（背面）

LAN(10/100)端子

LANケーブル1

　LANケーブルをつなぎます。

カチッ

カチッと音がするまで
しっかり差し込む

1

　ACアダプタをつなぎ、VDR-NAS
　の電源を入れます。
　VDR-NAS前面の「　　」を押して、
　STATUSランプが緑点灯になるまで
　起動を待ちます。

２

　スカパー！HD対応チューナーの
　電源を入れます。
３

５ 再生する番組を選択し、　　を押します。
→再生がはじまります。

ステップ 1 以下のいずれかの方法で設置します。

２方法
▼VDR-NAS（背面）

▼スカパー！HD対応チューナー(スカパー！ブランド)（背面）

LAN(10/100)端子

　LANケーブルをつなぎます。

カチッ

カチッと音がするまで
しっかり差し込む

1

　ACアダプタをつなぎ、VDR-NAS
　の電源を入れます。
　VDR-NAS前面の「　　」を押して、
　STATUSランプが緑点灯になるまで
　起動を待ちます。

２

　スカパー！HD対応チューナーの
　電源を入れます。
３

VDR-NASをチューナーと直接つなぐ場合１方法
▼VDR-NAS（背面）

▼スカパー！HD対応チューナー(スカパー！ブランド)（背面）

LAN(10/100)端子

LANケーブル1

　LANケーブルをつなぎます。

カチッ

カチッと音がするまで
しっかり差し込む

1

　ACアダプタをつなぎ、VDR-NAS
　の電源を入れます。
　VDR-NAS前面の「　　」を押して、
　STATUSランプが緑点灯になるまで
　起動を待ちます。

２

　スカパー！HD対応チューナーの
　電源を入れます。
３

CS-I F

入力1/入力2
各端子ともに

（　　　　　　）DC15V 最大4W
DC11V 最大3W

電話回線

入力2

入力1

出力２

出力１

CS-I F

入力1/入力2
各端子ともに

（　　　　　　）DC15V 最大4W
DC11V 最大3W

電話回線

入力2

入力1

出力２

出力１

メニュー

戻る

赤

戻る

※詳しくは、スカパー！ブランドHD対応チューナーの取扱説明書をご確認ください。
※出荷時設定ではカートリッジへの録画は「無効」になっています。
※録画先をiVDR-Sに指定して録画中は、本製品に録画した番組の再生が行えなくなります。

<録画を途中で中止する場合>

①　　　　を押します。

→確認メッセージが表示されます。

②　　で[はい]を選択し、　　を押します。

停止

チューナーのリモコンの  　を押します。１

２  　　　で録画する番組を選択し、　　　を押します。 

３  で[番組予約]を選択し、　　　を押します。 

→番組内容と選択ボタンが表示されます。

 で[予約方式]を選択し、　　で[録画]を選択します。５

６ [録画機器]でVDR-NAS※を選択し、　　 を押します。 

７  で[予約を登録する]を選択し、　　　を押します。 

４  で[詳細設定]を選択し、　　　を押します。 

イチオシ番組

番組表

番組予約 今すぐ見る 番組予約

▼放送中の番組のとき ▼放送予定の番組のとき

予約する

★探して毎回予約する

詳細設定

見るだけ 録画

予約を登録する

録画機器

予約方式

詳細設定

その他の設定

時間指定予約へ

DR録画モード

信号設定

探して毎回設定 する

HDD

見るだけ 録画

予約を登録する

録画機器

予約方式

詳細設定

その他の設定

時間指定予約へ

84%残量

信号設定

探して毎回設定 しない

VDR-NAS-xxxxxx

選ぶ

選ぶ

選ぶ

これでスカパー！HDを録画し、いつでも見たい番組を楽しむことができます！

チューナーのリモコンの 　　　を押します。１

２  で[機器を操作する]を選択し、　　　を押します。 

３  で[お部屋ジャンプリンク]を選択し、　　　を押します。 

４

５

６

 で接続したVDR-NAS※を選択し、　　 を押します。 

メニュー

[Video]または[ビデオ]を選択し、　　 を押します。 

[All Video]または[すべてのビデオ]を選択し、　　 を押します。 

７  で再生する番組を選択し、　　　で[する]を選択します。 

→再生がはじまります。

VDR-NAS-****** [Family Max]

LANDISK-****** [VDR-NAS]

VDR-NAS-****** [Family Max]

選ぶ

VDR-NAS-****** [Family Max]

/Video/All Video/
スカ☆パラ
録画時間 00:01:06 選ぶ

1.　VDR-NAS-****** [Family Max]

選ぶ

録画ガイド　スカパー！ HD

B-MANU201664-01

本紙では、スカパー!  ブランドHD対応チューナー(「スカパー! HD録画」に対応したもの)とVDR-NASを接続し、番組をVDR-NASに録画、視聴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録画は「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。
※録画先をiVDR-Sに指定して録画中は、本製品に録画した番組の再生が行えなくなります。

録画する
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押す
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これで本製品の登録は完了です。

ブロードバンドルーター（LAN側）

２ ルーター経由でつなぐ場合方法
▼VDR-NAS（背面）

▼スカパー！HD対応チューナー(スカパー！ブランド)（背面）

LAN(10/100)端子

LANケーブル

LANケーブル

　LANケーブルをつなぎます。

カチッ

カチッと音がするまで
しっかり差し込む

1

　ACアダプタをつなぎ、VDR-NAS
　の電源を入れます。
　VDR-NAS前面の「　　」を押して、
　STATUSランプが緑点灯になるまで
　起動を待ちます。

２

　スカパー！HD対応チューナーの
　電源を入れます。
３

1

1

ACアダプタ
2

ACアダプタ
2

ACアダプタ
2

ACアダプタ
2

ブロードバンドルーター（LAN側）

LANケーブル

LANケーブル1

1

●録画予約を行うときや予約録画が実行される時間には、VDR-NASの電源を入れておく必要があります。
●VDR-NASのファームウェアアップデートにはインターネット環境が必要です。また、VDR-NASの設定変更には、
同一ネットワーク上に接続されたパソコンが必要です。または＜レグザ＞などブラウザー機能を持つテレビが接
続されている場合は、一部の設定変更ができます。
●タイトルリストに表示される番組の[録画日時]が、実際に録画を開始した時間よりずれることがあります。
VDR-NASの時刻がずれているのが原因です。正しい時刻を再設定するか、VDR-NASがインターネット環境に接
続されていれば、[タイムサーバーと同期]を[同期する]に設定することで解消されます。
●連続した予約を複数入れる場合は、前の録画番組の後端に、最大９０秒の未録画時間が発生します。
●連続した時間で複数の時間指定の録画予約などをした場合、次の番組の著作権保護レベルが上がると、次の番
組以降は録画されません。
●「スカパー！HD録画」で録画されたコンテンツの視聴には、「スカパー！HD対応チューナー」または、「H.264が再
生可能なDLNA再生機」が必要です。
●予約録画を設定した番組の直前に視聴年齢制限が設定された番組が放送されていた場合、暗証番号などの入力
を要求されることなく最大10秒間録画される場合があります。
●本製品は、スカパー！HD対応チューナーとは電源連動できません。
●本製品の専用フォーマットを行ったiVDRに録画した番組は、録画したVDR-NASでのみ再生できます。

ご注意
５ 録画保存先を選択します。

※VDR-NASxxxxxx[Family Max]　（xxxxxxは本製品のMACアドレスの下6桁）

※VDR-NASxxxxxx[Family Max]　（xxxxxxは本製品のMACアドレスの下6桁）

※詳しくは、スカパー！ブランドHD対応チューナーの取扱説明書をご確認ください。
※録画先をiVDR-Sに指定して録画中は、本製品に録画した番組の再生が行えなくなります。

※詳しくは、スカパー！ブランドHD対応チューナーの取扱説明書をご確認ください。
※録画先をiVDR-Sに指定して録画中は、本製品に録画した番組の再生が行えなくなります。



VDR-NASをチューナーと直接つなぐ場合

ルーター経由でつなぐ場合

VDR-NASをチューナーと直接つなぐ場合

ルーター経由でつなぐ場合

[スカパー！光HD対応チューナー] スカパー！ブランド SP-HR250Hの場合

●録画予約を行うときや予約録画が実行される時間には、VDR-NASの電源を入れておく必要があります。
●VDR-NASのファームウェアアップデートにはインターネット環境が必要です。また、VDR-NASの設定変更には、
同一ネットワーク上に接続されたパソコンが必要です。または＜レグザ＞などブラウザー機能を持つテレビが接
続されている場合は、一部の設定変更ができます。
●タイトルリストに表示される番組の[録画日時]が、実際に録画を開始した時間よりずれることがあります。
VDR-NASの時刻がずれているのが原因です。正しい時刻を再設定するか、VDR-NASがインターネット環境に接
続されていれば、[タイムサーバーと同期]を[同期する]に設定することで解消されます。
●連続した予約を複数入れる場合は、前の録画番組の後端に、最大９０秒の未録画時間が発生します。
●連続した時間で複数の時間指定の録画予約などをした場合、次の番組の著作権保護レベルが上がると、次の番組
以降は録画されません。
●「スカパー！HD録画」で録画されたコンテンツの視聴には、「スカパー！HD対応チューナー」または、「H.264が再
生可能なDLNA再生機」が必要です。
●本製品は、スカパー！HD対応チューナーとは電源連動できません。
●本製品の専用フォーマットを行ったiVDRに録画した番組は、録画したVDR-NASでのみ再生できます。

ご注意

１ 視聴中の番組を録画する場合方法
①チューナーのリモコンの 　　を押します。

②[番組録画]を選択し、　　を押します。

③[確定]を選択し、　　を押します。

→録画が開始します。

※詳しくはスカパー！HD対応チューナーの取扱説明書をご覧ください。
※出荷時設定ではカートリッジへの録画は「無効」になっています。
※録画先をiVDR-Sに指定して録画中は、本製品に録画した番組の再生が行えなくなります。

２ 番組表を使って録画する場合方法
①チューナーのリモコンの　　を押します。

②録画したい番組を選択し、　　、または、　　を押します。

③[予約]を選択し、　　を押します。

④設定が終わったら、　　を押します。

⑤[確定]を選択し、　　を押します。

⑥[了解]を選択し、　　を押します。

予約完了です。

１ チューナーのリモコンの　　　　　を押します。

２ [ホームネットワーク]を選択し、　　を押します。

これでスカパー！HDを録画し、いつでも見たい番組を楽しむことができます！

その他詳しい説明はチューナーの取扱説明書をご確認ください。

３ VDR-NAS※を選択し、　　を押します。

４ [Video]または[ビデオ]を選択し、　　を押します。

６ 再生する番組を選択し、　　を押します。
→再生がはじまります。

選ぶ

<録画を途中で中止する場合>

①　　　を押します。

②[録画停止]を選択し、　　 を押します。

５ [All Video]または[すべてのビデオ]を選択し、　　を押します。

ステップ 1 以下のいずれかの方法で設置します。

録画を行う前に、以下の手順で、スカパー！HD対応チューナーにVDR-NASを登録します。
機器の登録は初回設定時のみです。詳しくはスカパー!  HD対応チューナーの取扱説明書をご覧ください。
※登録を行う前にVDR-NASが起動していることを確認してください。

VDR-NASを登録します。ステップ 2

チューナーのリモコンの 　　　　　を押します。１

２  で[設定]を選択し、　　を押します。 

３  で[通信設定]を選択し、　　を押します。 

４  で[ホームネットワーク設定]を選択し、　　 を押します。 

 で[サーバー機器一覧]を選択し、　　  を押します。 ５

６  で接続したVDR-NAS※を選択し、　　 を押します。 
※VDR-NASxxxxxx[Family Max]　（xxxxxxは本製品のMACアドレスの下6桁）

参考 手順　　　でVDR-NASが表示されない場合は、スカパー！HD対応チューナーおよび本製品の電源を一度OFFに

し、ステップ1の手順にて電源をONにしてから再度登録してください。

７  で[登録]を選択し、　　を押します。 

９  で[録画先サーバー設定]を選択し、　　を押します。 

10  で接続したVDR-NAS※を選択し、　　を押します。 

11 　　　　で[設定]を選択し、　　を押します。 

これで本製品の登録は完了です。

８ [戻る]を選択し、[ホームネットワーク設定]画面に戻ります。 

10

12 　　　ボタンを数回押すと、視聴画面に戻ります。

[スカパー！HD対応チューナー] ソニー製 DST-HD1の場合

１方法
▼VDR-NAS（背面）

▼スカパー！HD対応チューナー(ソニー製)（背面）

LAN(10/100)端子

LANケーブル

２方法
▼VDR-NAS（背面）

▼スカパー！HD対応チューナー(ソニー製)（背面）

LAN(10/100)端子

　LANケーブルをつなぎます。

カチッ

カチッと音がするまで
しっかり差し込む

1

　ACアダプタをつなぎ、VDR-NAS
　の電源を入れます。
　VDR-NAS前面の「　　」を押して、
　STATUSランプが緑点灯になるまで
　起動を待ちます。

２

　スカパー！HD対応チューナーの
　電源を入れます。
３

　LANケーブルをつなぎます。

カチッ

カチッと音がするまで
しっかり差し込む

1

　ACアダプタをつなぎ、VDR-NAS
　の電源を入れます。
　VDR-NAS前面の「　　」を押して、
　STATUSランプが緑点灯になるまで
　起動を待ちます。

２

　スカパー！HD対応チューナーの
　電源を入れます。
３

1

ステップ 1 以下のいずれかの方法で設置します。

録画を行う前に、以下の手順で、スカパー！光HD対応チューナーにVDR-NASを登録します。
機器の登録は初回設定時のみです。
※登録を行う前にVDR-NASが起動していることを確認してください。

VDR-NASを登録します。ステップ 2

チューナーのリモコンの 　を押します。１

押す
2 　　　で[端末設定]を選択します。 

３ 　　で[スカパー！HD録画機器登録]を選択し、

　　　を押します。 

５  を押し、端末設定画面に戻ります。

 を押します。

→テレビ画面に戻ります。 

押す

４ 接続したVDR-NAS※が表示されますので、

　　　でチェックを付けます。

※VDR-NASxxxxxx[Family Max]
　（xxxxxxは本製品のMACアドレスの下6桁）

１ 視聴中の番組を録画する場合方法
リモコンの　　を押し、[現在番組録画]を選択すれば、

今見ている番組をすぐにVDR-NASに録画できます。 

※詳しくは、スカパー！ブランドHD対応チューナーの取扱説明書をご確認ください。
※出荷時設定ではカートリッジへの録画は「無効」になっています。
※録画先をiVDR-Sに指定して録画中は、本製品に録画した番組の再生が行えなくなります。

録画した番組は[タイトルリスト]で一覧表示されます。

１ リモコンの　　　を押します。

押す

２ VDR-NASを選びます。

これでスカパー！光HDを録画し、いつでも見たい番組を楽しむことができます！

押す

押す
選ぶ 押す

●「HD録画機器が見つかりません｣と表示された場合、以下の手順で、[ネットワーク設定]を変更してください。

①リモコンの　　　　を押します。

②　　　で[端末設定]を選択後、　　で[LAN設定]を選択し、　　　を押します。

③　　　でネットワーク設定を[LAN]へ、アドレス取得方法を[DHCP使用]へ変更後、[設定]を選択し、　　　を押します。

　スカパー！HD対応チューナーと本製品を直接接続している場合、｢AutoIPで設定します。｣のメッセージが表示されます。

　メッセージが消えたら、[設定]を選択し、　　　を押してください。

④再度、　　　　　　　より設定し直してください。

３ [Video]または[ビデオ]を選び、　　　を押します。

４ [All Video]または[すべてのビデオ]を選択し、　　 を押します。

選ぶ

２ 番組表を使って録画する場合方法
リモコンの　　を押し、録画したい番組を選択し、　　（一発予約）

を押すだけで、VDR-NASに録画予約できます。 

１方法
▼VDR-NAS（背面）

▼スカパー！光HD対応チューナー(スカパー！ブランド)（背面）

LAN(10/100)端子

LANケーブル

２方法
▼VDR-NAS（背面）

▼スカパー！HD光対応チューナー(スカパー！ブランド)（背面）

LAN(10/100)端子

<録画を途中で中止する場合>

①　　　を2秒以上押します。

→確認メッセージが表示されます。

②[はい]を選択し、　　を押します。

1

　LANケーブルをつなぎます。

カチッ

カチッと音がするまで
しっかり差し込む

1

　ACアダプタをつなぎ、VDR-NAS
　の電源を入れます。
　VDR-NAS前面の「　　」を押して、
　STATUSランプが緑点灯になるまで
　起動を待ちます。

２

　スカパー！HD対応チューナーの
　電源を入れます。
３

　LANケーブルをつなぎます。

カチッ

カチッと音がするまで
しっかり差し込む

1

　ACアダプタをつなぎ、VDR-NAS
　の電源を入れます。
　VDR-NAS前面の「　　」を押して、
　STATUSランプが緑点灯になるまで
　起動を待ちます。

２

　スカパー！HD対応チューナーの
　電源を入れます。
３

５ 再生する番組を選択し、　　を押します。
→再生がはじまります。
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S1/S2映像出力 光デジタル

IRビデオ
コントロール

オプション端子 電話回線

型名

(株)ヒューマックスジャパン

認証番号

電源ＨＤＭＩ出力
D1/D2/D3/D4
映像出力映像/音声出力

地上デジタル入力 スカパー！光入力

地上デジタル出力

LAN(10/100)

1

1

2

2

左

右 右

左
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IRビデオ
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オプション端子 電話回線

型名

(株)ヒューマックスジャパン

認証番号

電源ＨＤＭＩ出力
D1/D2/D3/D4
映像出力映像/音声出力

地上デジタル入力 スカパー！光入力

地上デジタル出力

LAN(10/100)

1

1

2

2

左

右 右

左

PS
E

VDR-NAS-****** [Family Max]

VDR-NAS-****** [Family Max]

VDR-NAS-****** [Family Max]

選ぶ
1.　VDR-NAS-****** [Family Max]

選ぶ

VDR-NAS-****** [Family Max]

/Video/All Video/
スカ☆パラ
録画時間 00:01:06 選ぶ

録画する

再生する

録画する

再生する

ACアダプタ
2

ACアダプタ
2

ブロードバンドルーター（LAN側）

LANケーブル

LANケーブル1

1

ACアダプタ
2

ACアダプタ
2

ブロードバンドルーター（LAN側）

LANケーブル

LANケーブル1

1

●録画予約を行うときや予約録画が実行される時間には、VDR-NASの電源を入れておく必要があります。
●VDR-NASのファームウェアアップデートにはインターネット環境が必要です。また、VDR-NASの設定変更には、
同一ネットワーク上に接続されたパソコンが必要です。または＜レグザ＞などブラウザー機能を持つテレビが接
続されている場合は、一部の設定変更ができます。
●タイトルリストに表示される番組の[録画日時]が、実際に録画を開始した時間よりずれることがあります。
VDR-NASの時刻がずれているのが原因です。正しい時刻を再設定するか、VDR-NASがインターネット環境に接
続されていれば、[タイムサーバーと同期]を[同期する]に設定することで解消されます。
●連続した予約を複数入れる場合は、前の録画番組の後端に、最大９０秒の未録画時間が発生します。
●連続した時間で複数の時間指定の録画予約などをした場合、次の番組の著作権保護レベルが上がると、次の番
組以降は録画されません。
●「スカパー！HD録画」で録画されたコンテンツの視聴には、「スカパー！HD対応チューナー」または、「H.264が再
生可能なDLNA再生機」が必要です。
●予約録画を設定した番組の直前に視聴年齢制限が設定された番組が放送されていた場合、暗証番号などの入力
を要求されることなく最大10秒間録画される場合があります。
●本製品は、スカパー！HD対応チューナーとは電源連動できません。
●本製品の専用フォーマットを行ったiVDRに録画した番組は、録画したVDR-NASでのみ再生できます。

ご注意

※VDR-NASxxxxxx[Family Max]　（xxxxxxは本製品のMACアドレスの下6桁）

※VDR-NASxxxxxx[Family Max]　（xxxxxxは本製品のMACアドレスの下6桁）

※詳しくはスカパー！HD対応チューナーの取扱説明書をご覧ください。
※録画先をiVDR-Sに指定して録画中は、本製品に録画した番組の再生が行えなくなります。

※詳しくは、スカパー！ブランドHD対応チューナーの取扱説明書をご確認ください。
※録画先をiVDR-Sに指定して録画中は、本製品に録画した番組の再生が行えなくなります。

これで本製品の登録は完了です。


