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ご注意ご注意

・	本機をサーバーとして使用する場合、以下の操作は
行わないでください。

 - 本機の電源をオフにする。
 - 複数のプレーヤー機器から同時に本機を操作する。
 - 本機の設定を変更する。
 - 本機のHDDプレイリストを編集する（番組削除や

番組名変更、フォルダ移動など）。
 - HDD 録画中に問題が発生した番組を再生する。

・	本機の HDD に録画をしているときは本機をサーバー
として使用することはできません。

・	本機の内蔵 HDD にある録画番組を再生中に本機を
サーバーとして使用すると、プレーヤー側で再生番組
がコマ落ちしたり、音飛びしたりすることがあります。

・	接続する機器によっては、本機に録画した視聴年齢制
限付きのコンテンツが再生できない場合があります。

・	本機に録画した２分未満の番組はプレーヤーで再生で
きません。

・	本機をプレーヤーとして使用する場合、サーバー機器
の電源がオンであることを確認してください。

・	接続する機器によっては機器名、フォルダ名、ファイ
ル数、タイトルを正しく表示できない場合があります。

・	お使いのホームネットワーク環境によっては、再生中
に映像や音声が途切れることがあります。

・	本機から出力される映像を他機器で再生する場合と、
本機で他機器の映像を再生する場合とでは、見えか
たが異なることがあります。

・	本機のホームネットワーク機能は、全ての製品との接
続動作を保証するものではありません。接続可能かど
うかは、接続する機器の特性や仕様により異なります。
本機と接続可能な機器については当社ホームページを
ご覧ください。

	 http://www.humaxdigital.co.jp

ホームネットワーク機能を使う
ホームネットワーク機能とは、同じネットワーク上にあるHUMAXのホームネットワーク機能に対応した機器間で
コンテンツを共有する機能です。

■ホームネットワーク機能を使うには

	 この機能はネットワーク回線を使用するため、LAN 回線の接続や LAN 設定が必要です。

・LAN 回線の接続	（➡ JC-6500	取扱説明書		19 ページ）

・LAN 設定	 （➡ JC-6500	取扱説明書		25 ページ）

■本機で再生できるコンテンツについて

	 本機で再生できるのは、放送波を録画した番組や一部のビデオコンテンツです。
	 音楽ファイルや写真ファイルは再生できません。

ホームネットワーク機能および毎回予約機能についての説明

●	 コンテンツを配信する機器を「サーバー」といい、そのコンテンツを再生する機器を
「プレーヤー」といいます。

●	 本機は「サーバー」と「プレーヤー」のどちらにもご利用頂けます。
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他機器の録画番組を再生する	
（本機をプレーヤーとして使用する）

1	 ナビメニューの「プレイリスト」を選ぶ、または
リモコンのプレイリストボタンを押す

2	 緑［機器選択］ボタンを押す

機器選択画面が表示されます。

3	 「ネットワーク機器」を選び、決定ボタンを押す

同じネットワークに接続しているサーバー機器を検
索します。
※	 検索には時間がかかる場合があります。

検索結果が表示されます。

4	 ▲▼ボタンでサーバー機器を選び、決定ボタンを
押す

5	 番組を選び、決定ボタンを押す

番組を読み込み、再生を開始します。
※	 再生開始には時間がかかる場合があります。

本機 HDDの録画番組を他機器で再生
する（本機をサーバーとして使用する）

1	 「設定」メニューから「システム設定」を選び、決
定ボタンを押す

2	 「LAN 設定」から「ホームサーバー機能設定」を
選び、決定ボタンを押す

3	 ▲▼ボタンで「オン」を選び、決定ボタンを押す

4	 プレーヤー機器で操作する

※	 プレーヤーとして使用する機器の操作方法について
は、それらの取扱説明書をご覧ください。

� �

※	 一度再生を停止すると、次回再生時は番組冒頭からの
再生となります。

■	他機器の録画番組再生中の操作ボタン

	 接続しているサーバー機器によっては、再生中に使用
できる機能が限られます。
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ご注意ご注意

・	ダビング開始後は中断できません。

・	ダビングの所要時間は、ダビングする番組の再生時間よ
りも長くかかる可能性があります。

・	ダビング保存先の容量が不足している場合はダビングで
きません。保存先の容量を確認してからダビングしてく
ださい。

・	ダビングが失敗した場合、内蔵 HDD に保存された元の
番組のコピー可能回数は変わりませんが、ダビング保存
先にはダビング失敗までの番組は残りません。

・	ダビング速度はネットワークの接続状態により変わりま
す。

・	保護設定された番組はダビングできません。保護を解除
してからダビングしてください。

・	録画中の番組はダビングできません。

・	２分未満の番組はダビングできません。

・	複数の番組を選択して、ダビングすることはできません。

5	 「ダビングする」を選択し、決定ボタンを押す

6	 「接続中」のメッセージが表示され、ダビングを開
始します

※	 ダビング中は録画番組の再生や削除、他の番組のダ
ビングはできません。

	 操作できない場合は以下のように表示されます。

1	 ナビメニューの「プレイリスト」を選ぶ、または
リモコンのプレイリストボタンを押す

2	 ダビングする番組を青［選択］ボタンで指定し、
サブメニューボタンを押す

サブメニューが表示されます。

3	 「ダビング」を選び、決定ボタンを押す

ダビング画面が表示されます。

4	 「ダビング機器」と「保存先」を指定する

各項目を選んで決定ボタンを押すと、それぞれの
一覧が表示されます。
※	 本機からのダビングに対応していない機器は選択で

きません。

�

ダビングする

本機のHDDに録画した番組を LAN 経由で外部機器へダビングすることができます。

・LAN 回線の接続	（➡ JC-6500	取扱説明書		19 ページ）

・LAN 設定	 （➡ JC-6500	取扱説明書  25 ページ）
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4	 赤［毎回予約］ボタンを押す

毎回予約設定画面が表示されます。	
予約内容を▲▼、決定ボタンで設定します。

番組名 － 予約する番組名を編集できます。

同一話数

予約しない 同じ話数の番組は予約しません。

予約する
番組名が同一の場合、すべての番
組を予約します。

毎回
毎週

該当の番組を選択した曜日で予約
します。

毎日 該当の番組を毎日予約します。

※	 毎回予約の番組名は自動的に話数を切り取って表示する機
能があります。番組名は予約前に必ず確認してください。

※	 話数記載のない番組は同一番組「予約しない」の対象には
含まれません。

5	 「予約する」を選び、決定ボタンを押す

「予約を登録しています。」のメッセージが表示され、
該当番組が毎回予約されます。

�

�

�

�

�

1	 番組表ボタンを押す

番組表が表示されます。

2	 予約したい番組を選び、決定または番組情報ボタ
ンを押す

番組情報が表示されます。
※	 現在放送中の番組の場合、決定ボタンを押すとその

番組に切り換わります。番組情報を表示するには、
番組情報ボタンを押してください。

3	 赤［予約する］ボタンを押す

予約設定画面が表示されます。

毎回予約機能を使う
「毎回予約」機能で連続ドラマを予約すると、自動的に毎日または毎週録画します。
毎回の予約操作が不要なうえ、録り忘れなどの心配がありません。

ご注意ご注意

・	録画予約のみ可能です。

・	現在放送中の番組は毎回予約登録できません。

・	予約が100 件を超える場合はそれ以上の予約はできませ
ん。

・	毎回予約を含む場合、予約一覧に表示される予約件数は
実際の予約件数と異なることがあります。

・	HDD の容量が足りない場合や最大保存件数を超えている
場合は録画予約ができません。

・	話数表記のない番組の場合は、全ての番組を予約します。

・	毎回予約は、予約した番組と同一のチャンネルのみ検索し、
予約します。

・	毎回予約は番組表を元に番組を検索し、予約します。
	 番組情報が取得できていない番組は予約対象に含まれま
せんのでご注意ください。

	 番組情報を取得するには…「番組表で放送中の番組を選ぶ」
（➡ JC-6500	取扱説明書		62ページ）

・	毎回予約は、本機の電源がオフのときに自動的に更新され
ます。毎回予約の更新時刻は放送ごとに異なるため、本機
を使用しないときは電源をオフにするようにしてください。

・	毎回予約では、他の予約と録画時間が重複して予約できな
い場合、先に予約されている番組を優先し、その時間の番
組に限り自動的に予約しない設定になっています。

	 予約後は必ず、予約一覧にて予約番組を確認してください。

・	本放送と再放送など、同一話数の番組が 2 つ以上ある場
合、番組表から選択した番組が予約されない場合がありま
す。その場合、放送時間の早い番組が予約されます。

・	番組名を変更した場合、編集した内容によっては毎回予約
が正しく設定されない可能性があります。

（次ページ「予約を確認する」もご覧ください）

毎回予約する
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毎回予約を消去する

1	 ナビメニューの「予約一覧」を選ぶ、または番組
表から黄［予約一覧］を選ぶ

予約一覧が表示されます。

2	 予約一覧から消去したい毎回予約を選択し、赤［消
去］ボタンを押す

確認画面が表示されます。
消去するには「はい」を選んで、決定ボタンを押し
ます。

ご注意ご注意

・	選択した毎回予約の「予約取消」を実行すると、その番
組の毎回予約がすべて消去されます。

・	予約一覧にて緑［予約済み一覧］ボタンを押すと、選択（ハ
イライト）した毎回予約の予約済み一覧が表示されます。
（他の予約は表示されません。）

・	毎回予約番組は番組表中、緑色のアイコンで表示され
ます。

・	次回以降の放送がない場合は、「次回未定」と表示さ
れます。

・	連続ドラマが全放送回を終了したときなど、不要になっ
た毎回予約は消去してください。

毎回予約のうち特定の予約を消去する

1	 ナビメニューの「予約一覧」を選ぶ、または番組
表から黄［予約一覧］を選ぶ

予約一覧が表示されます。

2	 予約一覧から消去したい番組を含む毎回予約を選
択し、緑［予約済み一覧］ボタンを押す

予約済み一覧が表示されます。

予約した番組を消去する

毎回予約を消去するには 2つの方法があります。

予約を確認する

予約後は必ず、予約が正しく登録されたことを確認してください。
毎回予約で予約した番組は「予約済み一覧」でのみ確認できます。

3	 削除したい番組を決定ボタンで選択する

選択された番組には、左の□にチェックマーク（✓）
がつきます。
※	 青［全選択］ボタンを押すとすべての番組を選択し

ます。

4	 赤［削除］ボタンを押す

「はい」を選んで決定ボタンを押すと、選択した番
組予約が削除されます。
※	 予約済み番組の番組情報からも変更できます。

�

�

ご参考

1	 予約一覧を表示し、予約した番組を選択する

毎回予約の番組は、緑のアイコンで表示されます。

2	 緑［予約済み一覧］ボタンを押す

予約済み一覧が表示されます。


