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RECBOXにかんたんハイビジョン録画！
東芝ハイビジョン液晶テレビ＜レグザ＞で、RECBOXに直接録画する方法を説明しています。

＜レグザ＞に、RECBOXをつなぎます。
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直接録画やダビングした番組は、録画リストでかんたんに探せます！

こんなことができます！

＜レグザ＞に、RECBOX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リモコンの｢レグザリンク｣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。

登録画面が表示されますので、接続したRECBOXが

表示されていることを確認してください。

登録画面にRECBOXが表示されていない場合、

リモコンの [赤 ] ボタンを押すと再検索できます。

　・　 で[機器の登録]を選び、　  を押します。

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。

ステップ 2
１

「disk1」のみチェックをつけます。
※他に表示された機器（contentsなど）にはチェックをつけないでください。

２

●RECBOXで「HD録画」、「HD同時録再」ができるかテストするには…
・HD録画…テスト結果が「OK」の場合は、HD画質で録画できます。
・HD同時録再…テスト結果が「OK」の場合は、HD画質での追っかけ再生や、録画しながらの録画済み番組再生ができます。
　※テスト結果は目安です。テスト結果が「OK」でも正常に録画・再生ができない場合があります。

次の操作で[LAN ハードディスク設定]画面にします。

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　　　を押して、メニューを消します。

１
①リモコンの｢レグザリンク｣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。

２

＜レグザ＞に、RECBOX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

機器とLAN-SのRECBOX※が表示されていることを

確認します。
※HVL-AVシリーズの場合：HVL-AVxxxxxx

ステップ 3

HVL-AVxxxxxx

確認

HVL-AVxxxxxx

HVL-AVxxxxxx

HVL-AVxxxxxx

HVL-AVxxxxxx

HVL-AVxxxxxx

HVL-AVxxxxxx

添付のLANケーブルで、RECBOXを、<レグザ>背面の[LAN]端子につなぎます。

RECBOXのACアダプターをつなぎます。

RECBOX前面の　　ボタンを押して電源を入れます。

１

２

３

ステップ 2

１ リモコンの［レグザリンク］を押して、[　　映像を見る／機器選択]

にカーソルを合わせ、　　 を押します。

２

RECBOXに直接録画します。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RECBOX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。
※レグザから録画予約および録画中は、本製品の録画ランプは点灯しません。

RECBOXに直接録画できます！
<レグザ>

LANケーブル

RECBOXにダビングすると、他のプレーヤー※1で再生できます！

※1 DTCP-IP規格に対応した<レグザ>など
※2 録画した番組を他のプレーヤーで再生する
　　には、いったんRECBOXにダビング
　　する必要があります。

・ダビングの方法は、本紙裏面をご覧ください。

・＜レグザ＞から、他のLAN DISKや、

 USB接続のHDDに録画した番組も、

 RECBOXにダビングできます。

機器選択

機器を選択してください。

で選び　　決定 を押す　　戻る　で通常画面 クイック

内蔵

ハードディスク

LAN 1 LAN 2

disk1(HVL-AVxxxxxx)

LAN-S

XXXXXXXX HVL-AVxxxxxx

確認

リモコンの［レグザリンク］を押し、［　　映像を見る/機器選択］で、番組がかんたんに探せます。

機器選択

機器を選択してください。

で選び　　決定 を押す　　戻る　で通常画面 クイック

内蔵

ハードディスク

LAN 1 LAN 2

disk1(HVL-AVxxxxxx

LAN-S

XXXXXXXX HVL-AVxxxxxx
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映 少年は虹の橋を渡る

NEW

NEW

NEW

NEW

3/ 5（水）

3/ 5（水）

3/ 4（火）

（水）

3/ 1（土）

3/ 3（月）

2 /29

2 /27

2 /27

（金）

（水）

連ドラグループ別<< 　　　　　　　　　　　　　　　　＞＞すべて表示 曜日別 ジャンル別

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

録画可能時間：TS 10時間26分（ＨＤ） / 31時間18分（ＳＤ）   残量：74％

クイック

2008/3/5 （水）PM 2 ：00 ～ 2：30           0.0%
 

教養　地デジ011

HD

内蔵ハードディスク

ダビング コピー9回可

「録画リスト」画面

直接録画した番組
本紙　　　　で登録した

機器を選ぶ　

ステップ 2

ダビングした番組
LAN-Sの HVL-AVxxxxxx

を選ぶ　

「機器選択」画面

ステップ 2

HVL-AVxxxxxx

HVL-AVxxxxxx

HVL-AVxxxxxx

選択
ハードディスク動作テスト

RECBOX

直接録画

※他のプレーヤーで再生する場合は、RECBOXをネットワークに接続してください。

LANケーブル

<レグザ>やRECBOX
に録画した番組

ダビング

DTCP-IP規格に
対応した<レグザ>など

RECBOX

再生※2

①<レグザ>背面の
　[LAN]端子に
　つなぎます。

ハードディスク
専用

LAN
ひかりTV
専用

　挿す場所にご注意
　ください

× ×

LANケーブル

<レグザ>背面

DC-INLANポート
本製品前面の電源ボタン

③電源ON!

②電源を
　つなぎます。

コンセント

ACアダプター

▼本製品背面

DC-INLANポート

●本製品は、<レグザ>とは電源連動できません。

ご注意
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リモコンの[レグザリンク]を押し、
[　　映像を見る/機器選択]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！

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、本製品の録画ランプが赤色に点灯します。

５

～ RECBOXへのダビングもかんたん！ ～

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[緑]（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「RECBOX」※1を

選択し、　　を押します。

※1 HVL-AVシリーズの場合：HVL-AVxxxxxx
※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。４

リモコンの[レグザリンク]を押し、
[　　映像を見る/機器選択]を選び、
　　を押します。

1

RECBOXに保存した番組を削除するには？
～ 保存した番組を整理して、容量を節約！ ～

３ 表示されたフォルダ※から、
[folderｓ]を選び、　　を押します。

機器を
選ぶ※表示されるフォルダは、[Video]、[Music]、[Photos]、[ｆolders]となります。

４ さらに、表示されたフォルダから、
[dlna]を選び、　　を押します。

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［赤］（削除）を押します。

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

６ 選択した番組を削除しますか？

はい いいえ 複数選択画面へ

【‹›】で選び　【決定】を押す　【戻る】で前画面

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。

[ はい ]
を選ぶ

ダビング先を指定してください。

ダビングができます。

1 XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

HVL-AVxxxxxx

で選び　決定 を押す

ダビング先指定

2

3

4

-S

（LAN-S）
を選ぶ

複数選択画面へはい いいえ

で選び　決定 を押す

ダビング

HVL-AVxxxxxx

％14　　　％14 ： 量残

LAN-S

ハードディスク

％99　　　％99 ： 量残

内蔵

選択した番組をダビングしますか？
実行後は、ムーブのみ可能となります。

[ はい ]
を選ぶ

　内蔵 → 　LAN-S　

53%1/1

削除中
削除中は本機や接続機器に触れないでください。

【戻る】で削除中止

43％

機器選択

機器を選択してください。

で選び　　決定 を押す　　戻る　で通常画面 クイック

内蔵

ハードディスク

LAN 1 LAN 2

disk1(HVL-AVxxxxxx)

LAN-S

XXXXXXXX HVL-AVxxxxxx

機器を
選ぶ

機器選択

機器を選択してください。

で選び　　決定 を押す　　戻る　で通常画面 クイック

内蔵

ハードディスク

LAN 1 LAN 2

disk1(HVL-AVxxxxxx)

LAN-S

XXXXXXXX HVL-AVxxxxxx

ダビングした
番組の場合

直接録画した
番組の場合

2

→直接録画した番組を削除する場合
　「LAN x」で表示される「RECBOX」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「RECBOX」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

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…

5.  1 SS  BS クラシック

お元気ですか　▽中継 ： 恋のお願い事メ…

山の学校

映 少年は虹の橋を渡る

NEW

NEW

NEW

NEW

3/ 5（水）

3/ 5（水）

3/ 4（火）

（水）

3/ 1（土）

3/ 3（月）

2 /29

2 /27

2 /27

（金）

（水）

連ドラグループ別<< 　　　　　　　　　　　　　　　　＞＞すべて表示 曜日別 ジャンル別

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

録画可能時間：TS 10時間26分（ＨＤ） / 31時間18分（ＳＤ）   残量：74％

クイック

2008/3/5 （水）PM 2 ：00 ～ 2：30           0.0%
 

教養　地デジ011

HD

内蔵ハードディスク

ダビング コピー9回可

ダビングしたい
番組を選ぶ

お元気ですか　▽梅祭り中継～

字  時代劇スペシャル　「花のお江戸事件…

2008/3/5 （水）PM 3 ：00 ～                    0.0%
 

字  体操の時間

5.  1 SS  オリンピック総集編　▽女子カー…　

1/ 4 　　　新しい番組順

録画リスト

ワイドショー　地デジ011 録画中

NEW

3/ 5（水）

3/ 5（水）

2/ 27（水）

2/ 27（水）

日 月 火 水 木 金 土

連ドラグループ別<< 　　　　　　　　　　　　　　　　＞＞すべて表示 曜日別 ジャンル別

で選び  決定 を押す    　           <<　 >> リスト切換   青  機器選択 赤  削除 緑  ダビング 黄 番組説明

録画可能時間：TS 10時間26分（ＨＤ） / 31時間18分（ＳＤ）   残量：74％

クイック

HD

LAN-S HVL4-xxxx

ダビング コピー9回可

dlna

削除したい
番組を選ぶ


