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ＰlayStation®3 (torne(トルネ )TM)、アクオス

使用上のご注意

●本製品をAV機器と接続して使用する場合は、AV機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

●シャープ液晶テレビ アクオスの場合、パソコンとAV機器 を併用することはできません。
シャープ液晶テレビ アクオスで初期化しますと、製品専用フォーマットになります。

●AV機器 に接続してご利用の際には、それぞれの製品の取り外し手順にしたがって取り外してください。
録画や再生中に本製品を取り外しますと、故障の原因となります。

●故障などの理由でAV機器、もしくは本製品を交換した場合は、交換前に録画した番組を視聴することはできません。

●AV機器で予約録画をする場合は、本製品を電源連動モードにしておいてください。

AV機器（ ＰlayStation®3 (torne(トルネ )TM)、シャープ液晶テレビ アクオス ) に接続してお使いいただく際は、以下にご注意ください。

本製品への録画中などに誤って本製品の取り外し・電源オフ操作を行なうと、データの破損、本製品の故障の原因
になりますのでご注意ください。

ご注意

＜ＰlayStation®3 (torne(トルネ )TM) と接続＞

５ ＰlayStation®3 で本製品の登録をします。
※登録方法は、ＰlayStation®3 (torneTM) の取扱説明書をご覧ください。）

４ ＰlayStation®3 の電源をオンにします。

1 ＰlayStation®3の電源をオフにします。

3 本製品に添付のUSBケーブルでＰlayStation®3 の USB端子と本製品を接続します。

本製品に添付のACアダプターを本製品と電源コンセントに接続します。2

USB端子

添付のUSBケーブル

添付のACアダプター

ＰlayStation®3

1

3

2

接続する

1

torneTM の画面を表示して「SETTINGS（セッ
テイ）」を選びます。

2

４

「ハードディスク情報」を選びます。

「録画設定」を選びます。

3

3

6
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登録する

取り外す

torneTMについて

サウンド設定

トルミル情報表示の設定

録画設定

テレビ設定

ビデオデータの初期化

ハードディスク情報

同時録画設定

録画設定

未登録ハードディスク
合計サイズ： 372.5GB 空き容量：372.5GB

ハードディスク情報

本体HDD
合計サイズ： 52.2GB 空き容量：42.5GB

「未登録ハードディスク」を選びます。

ハードディスクの登録

「次へ」を選びます。
登録名を変更する場合は、○を押して編集します。

以下のハードディスクをtorneTM用に登録します。
○ボタンを押すと、登録名を編集することができます。

次へ

ハードディスクの登録

○ボタンを押すと、以下の内容で登録を行います。

○ボタンを押します。

ID：HDD1
     登録名：外付けHDD1

※「torneTM」をPlayStation®3 に接続しておいてください。
接続方法は、「torneTM」の取扱説明書をご確認ください。
※本製品は、FAT32形式（出荷時フォーマット）にしておく必要があります。FAT32以外で使用していた場合は、
WindowsのパソコンでFAT32型式にフォーマットし直してください。（PlayStation®3ではフォーマットできません。）
※本製品を複数台接続する場合は、弊社製ハブ（USB2-HB4R）をお使いください。
(torneTMはハブには接続できません。PlayStation®3に直接接続してください。）

・ＰlayStation®3 (torne( トルネ)TM)に接続する場合は
・シャープ液晶テレビ  アクオスに接続する場合は

本紙表面をご覧ください
本紙裏面をご覧ください

2
2

3

PlayStation®3起動時のXBMTM ( クロスメ
ディアバー）から、「テレビ」→「torneTM」を選
びます。

xxxx.xGB xxxx.xGB

ご注意

●本製品を「torneTM」で初めてご利用になる際は、「PlayStation®3」で機器の登録を行う必要があります。
●録画した番組が保存されている本製品を、他の「PlayStation3」や「torneTM」およびパソコンで使用する
と、すでに保存されているデータは、失われる恐れがあります。

●「PlayStation®3」への本製品の登録は、初めて接続したときのみです。次回からは必要ありません。

しばらく待って登録完了の案内が表示されれば録画・再生が可能です。
本製品での録画・再生などの操作の詳細は、「torneTM」に付属の取扱
説明書をご覧ください。

PlayStation®3 の電源をオフにします。

PlayStation®3 のUSB端子から本製品とつながっているUSBケーブルを取り外します。

本製品の電源ボタンを押してオフにします。

xxx.xGB xxx.xGB
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接続する

＜アクオスと接続＞

本製品を登録する
ご注意

●本製品を「アクオス」で初めてご利用になる際は、「アクオス」で機器の登録を行う必要があります。機器の登録を行うと本製品のデ
ータは全て消去されます。すでに保存したデータがある場合は、必要に応じて他のハードディスク/DVD/CDなどにコピーしてから
登録してください。

●録画した番組が保存されている本製品を、他の「アクオス」で登録すると、すでに保存されているデータは、全て消去されます。
●「アクオス」への本製品の登録は、はじめて「アクオス」に接続したときのみです。次回からは必要ありません。

ファミリンク設定

ファミリンク制御 (連動 )

連動起動設定

録画機器設定

ファミリンク予約機器選択

ジャンル連動

選局キー

ARC設定

USB-HDD設定

[ する ]

[ しない ]

[ 切 ]

[ する ]

リンク操作

リンク操作
ファミリンク設定

ファミリンク設定

ホーム

××× ×××

ツール

レコーダー電源入 /切

ファミリンク機器リスト

３ 「USB-HDD設定」を選択し、        を押します。

２ リモコンにある　　　 を押して、ホームメニューを表示し、
「リンク操作」-「ファミリンク設定」の順で選択し、　　  を
押します。

１「アクオス」の電源をONにします。右記の画面が出てくる
まで待ちます。

ホーム

決定

決定

※しばらく待っても右記の画面が出ない場合は、次（手順     ）に
お進みください。

２

４ 本製品の電源ボタンを押します。

３ 添付のUSBケーブルで「アクオス」のUSB端子と本製品を
接続します。
※USB端子の位置は「アクオス」の取扱説明書をご覧ください。

２ 添付のACアダプターを本製品と接続します。

１「アクオス」の電源をオフにします。
機器の初期化

しない

機器の登録解除

機器の取りはずし

常連録画設定

省エネ設定

オートチャプター設定

[通常 ]

[15分 ]

する

６ 常連録画機能設定はお好みに応じてを選択し、
　　 を押します。

５「する」を選択し、       を押します。

４ 「機器の初期化」を選び、「する」を選択し、       を押します。

※常連録画機能をご使用になる方は、「アクオス」の取扱説明書をご確認
いただいた上で、時間設定をしてください。
※常連録画機能については、「アクオス」の取扱説明書をご確認ください。

機器の初期化

なし

10時間

20時間

40時間

常連録画とは、よく見る番組をテレビが
学習し、自動で録画する機能です。

機器の初期化

USB-HDDを本機での録画専用に
初期化をします

しないする

初期化を行いますか？

接続機器数　1
接続機器　　USB-HDD
登録台数　　4台 /16台

：　[○]
；　[○]
：　[○]

決定

決定

決定

８ 初期化が終了したら確認の画面が出ますので、        を押して、
登録完了です。

７ 「する」を選択し、　　  を押します。

以上で初期化は終了です。
リモコンで任意のチャンネルボタンを押して番組をお楽しみく
ださい。

決定

決定

機器の初期化

する しない

本製品を登録する（つづき）
「※以下の手順は、「アクオス」 LX3ラインの接続・登録の例です。

本製品での録画・再生などの操作の詳細は、「アクオス」に付属の
取扱説明書をご覧ください。

※初期化完了まで約20秒ほどお待ちください。

機器の初期化

確認

初期化が完了しました。
[USB-HDD 1]

この USB-HDDの常連録画時間
0時間

ファミリンク操作パネルや、リモコンの
ファミリンクボタンから
USB-HDDの再生や録画を

行うことができます。リモコンの
ファミリンクボタンでの録画には
録画機器選択での設定が必要です。

決定 で実行

取り外す

※くわしい説明は、「アクオス」の取扱説明書の「USBハードディスクを取り外ときは」をご覧ください。

1

「アクオス」の電源と本製品の電源を切って、USBケーブルを抜きます。４

[ 取りはずす ] を選び、[ 確認 ] で決定します。３

[USB-ＨＤＤ設定」→[機器の取り外し ]選びます。2

ホームメニューを表示して、[リンク操作 ]→[ ファミリンク設定 ]
を選びます。

2
2

添付のUSBケーブル

添付のACアダプター

[機器の登録解除]を選択すると、これまで録画していた番組は視聴できなくなります。誤操作が無いよう、十分ご注意をお願い致します。ご注意

本製品への録画中などに誤って本製品の取り外し・電源オフ操作を行なう
と、データの破損、本製品の故障の原因になりますのでご注意ください。

ご注意

※「アクオス」の電源が切れた状態の場合は、いつでも取り外すことができます。

本製品

３

３

USB端子 アクオス


