
ユーザー 再生 

　HDD

選択メニュー ページ 

　　　　031ch  PM8:00～( 1h00m00s) DR 
ムーブのみ可能 
　　で再生を開始します 

このガイドでは、ご購入後の準備完了後、すぐにご使用いただく方のために、最低限の基本操 
作について説明しています。 
くわしい説明については、取扱説明書のそれぞれの説明ページをごらんください。 
なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書の｢安全上のご注意｣をお読みください。 操作ガイド 

三菱ブルーレイディスクレコーダー 
形名
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かんたん かんたん 

 ● テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機を 
 接続した入力に切り換える 
 ● 本機の電源を入れる 

2. 番組をHDDに 
　 録ってみましょう 

1. テレビ放送を 
　 見てみましょう p.61～63

(例) HDDにドラマを録ったあと、アニメと映画を録るとき 

操作先をHDDに切り換える 
放送を選ぶ 

録画する番組(ドラマ)のチャンネル 
に合わせる (左の 1. を参照)

録画を始める 

 ● 録画を始める前に、　　で録画モード(画質 
 と録画可能時間)を選ぶことができます。 
 デジタル放送のHD放送をハイビジョン画質 
 で録画するときは、録画モードをDRまたは 
 AF～AEにしてください。 

 ● 停止したところまでが1番組(タイトル)と 
 なります。 

 ● HDDの未記録部分に録画されますので、すでに録画 
 済みの番組が消えることはありません。 
 (ビデオテープのように上書き記録されることはあり 
 ません。)

p.76

上の手順　 ～　 を繰り返して、 
次の番組(アニメ、映画)を録画する 

録画を終わるときは 

 ● 選んだ番組の画面に切り換わります。 

 ● 番組内容画面が表示されます。 

 ● テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機を 
 接続した入力に切り換える 
 ● 本機の電源を入れる 

3. 録った番組を 
　 見てみましょう p.78 p.96

(例) 左の 2.録画 で録った映画を見るとき 

操作先をHDDに切り換える 

HDDの再生リスト画面を表示する 

再生したい番組(映画)を選ぶ 

再生を始める 

再生を終わるときは 

 ● テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機を接続した入力に切り換 
 える 
 ● 本機の電源を入れる 

チャンネルを選ぶ 
 ● ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボック 
 ス経由で放送を見る場合は、外部入力を選んでいるとき 
 に、ホームターミナル/セットトップボックスを接続して 
 いる入力(L1など)に合わせます。 

 ● 1～12チャンネルを直接選ぶことができます。 
 ● デジタル放送の3桁のチャンネルを選ぶときは、 
 （例：102チャンネルのとき） 

 　　→　　 →　　 →　　 を押します。 

● 番組表から番組を選ぶときは 

1 番組表を表示する 

2 現在放送中で、見たい 
番組を選び、決定する 

3 "今すぐ見る"を選び、決定する 

本機にはフルリモコンと液晶リモコンの2台付属していますが、ここではフルリモコン(液晶の付いていない方のリモコン)を使って 
説明します。 

画面表示の細部や説明文、表現、ガイド、メッセージの表示位置などは、本書と製品で異なることがあります。 

 p.　　は取扱説明書の参照ページです。 

(パネル広告) 決定 番組予約へ 今すぐ見る 

黄 表示設定 サブメニュー 緑 赤 翌日 青 前日 

(テキスト広告)

21(金) すべて 22(土) 23(日) 24(月) 25(火) 26(水) 27(木) 28(金)

　3月21日(金) 
15:00～16:00

第８回○響演奏会 

00 ニュース 
15 　ワールド 
 ニュース 
 
 
 
00 わくわく動 
 物園めぐり 
00 　映画劇場 
 「刑事□□ 
 □□」 
 
 
 
 
 

00 ニュース 
15 　ワールド 
 ニュース 
 
 
 
00 わくわく動 
 物園めぐり 
00 　映画劇場 
 「刑事□□ 
 □□」 
 
 
 
 
 

00 第８回○響 
 演奏会 
 
 
00 野球中継 
 □□×○○ 
 　～△△△ 
 
 
 
 
 
00 アニメ 
 「□□□… 
30 アニメ 
 「○○○」 

00 素敵なガー 
 デン「訪… 
00 さわやか自 
 然風景 
00 名画アルバ 
 ム特選集 
 
45 世界の旅… 
00世界ウルウ 
 ル体験記 
 
 
00 　　スペシ 
 ャル「銀河 
 の始まり」 
 

00 ドラマスペ 
 シャル 
 「××家の 
 人々」 
 
 
 
 
00 鉄道の旅 
 「九州」 
30 音楽のある 
 景色 
00 　ニュース 
 666

視聴中 1 011 
○○放送　　 

1 011 
○○放送　　 

2 021 
○○テレビ　 

3 031 
△△放送　　 

4 041 
テレビ○○　 

(パネル広告)

(映像)

(パネル広告)

局
の
都
合
に
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り
番
組
が
変
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れ
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場
合
が
あ
り
ま
す 

地上D番組表 
15:15

2番組同時録画をするときは、　　　 。 p.79

(映像)

リストが2ページ以上あるときは、 

(前ページ、次ページ)

前の画面に戻るときは、　　 を押す 

録画中の番組がテレビ画面に映っていないときは、メディア、 
放送、チャンネルを切り換えて、録画中の番組をテレビ画面 
に表示してから停止操作を行ってください。 

サブ 
メニュー やりたいことを探したり、 

困ったときに調べたい場合は 
(使いかたナビ) p.176

操作で困ったときやわからないことがあっ 

たときなどに、　　　を押してテレビ画面 

に操作方法や対処方法、解説などを表示し、 

確認することができます。 

戻る 
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録画日 
08/03/21(金) 
08/03/21(金) 
08/03/21(金)

決定 サブメニュー 

 　　　　　番組名 
　土曜ドラマ「××家の人々」 
　アニメ「○○△△□□」 
　映画劇場「刑事□□□□」 
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番組表 

再生リスト 

地上･･････ 地上デジタル放送に切り換わります。 
BS ･･････ BSデジタル放送に切り換わります。 
CS ･･････ 押すたびに、CS1←→CS2が切り換わります。 
アナログ･･ 押すたびに、地上アナログ←→外部入力が切り 
  換わります。 

チャンネル 

BS地上 

CSアナログ 
外部 

1/2

デジタル 

決定 

停止 

前 次 
、 

停止 

再生 

音量 

レコーダー 

テレビ 

番組ポーズ 

一発録画 

画面サイズ 入力切換 電源 

BS地上 

CSアナログ 
外部 

1/2

デジタル 

チャンネル 

停止 一時停止 前 次 

番組表 再生リスト 

再生 

トップ 
メニュー 

メニュー 

早送り 早戻し 

スロー スロー 

ナビ 

決定 

画面表示 戻る 

青 黄 赤 緑 

予約一覧 チョット戻し 30秒スキップ 使いかたナビ 

サブメニュー 

戻る 

使いかたナビ 

録画 録画モード 

あ か さ 

た な は 

ま や 

わを 
ん 

ら 
3桁 

入力 

3桁 

入力 あ か 

あ か さ 

た な は 

ま や 

わを 
ん 

ら 
3桁 

入力 

録画モード 録画 

DEFABC

MNOJKLGHI

WXYZTUV データ PQRS

音声切換 

テレビ設定 

チャプター 

ダビング クリア Gコード/予約 便利機能 

番組内容 

文字切換 詳細 

毎週/毎日 記号 # 延長 ＊ 



 ● テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機を接続した 
 入力に切り換える 
 ● 本機の電源を入れる 

4. 録った番組をディスクに 
　 残すときは p.130

(例) 映画をHDDからディスクにダビングするとき 

 ● テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機を 
 接続した入力に切り換える 
 ● 本機の電源を入れる 

5. 不要になった番組を 
　 削除するときは 

(例) 見終わった映画を削除するとき 

本機で録画可能なディスクを入れる 

おもて面の 3. の手順　 ～　 を行って、 
映画を再生する 

　　 を押す 

1 ディスクトレイを開ける 

2 ディスクのラベル面を上にして、ディスクトレイの上に置く 

3 ディスクトレイを閉める 

 新品または未使用のディスクを入れたときは、このあと初期化 
 (フォーマット)画面が表示されます。 

 BD/-RE/BD-Rの場合は 

 　　  で"フォーマット"を選び、決定してください。 

 DVD-RW/DVD-Rの場合は 

 　　　で録画方式を選び、決定してください。 

 ● DVD-RW/DVD-Rにデジタル放送の番組をダビングするとき 
 は、CPRM対応のディスクで録画方式がAVCRECまたはVR 
 方式のディスクにだけ、ダビングできます。 
 ● ｢1回だけ録画可能｣番組をダビングする場合は｢ムーブ(移動)｣ 
 となり、ダビング後にHDDの元の番組は削除されます。 
 ｢ダビング10｣(コピー9回＋ムーブ1回)番組をダビングする 
 場合は、9回目までは｢コピー｣となり、ダビング後もHDD 
 の元の番組はそのまま残ります。10回目は｢ムーブ(移動)｣ 
 となり、ダビング後にHDDの元の番組は削除されます。 

くわしくは、　　　 をごらんください。 

 ● 手間なしダビングが始まり、再生中の番組が番組の最初から 
 終わりまでダビングされます。 
 ● Video方式のDVD-RW/DVD-Rにダビングしたときは、ダビ 
 ングが終わると自動的にファイナライズが始まります。 
 ファイナライズ中は、途中で中止できません。ファイナライ 
 ズが終わったら、　　を押して終了メッセージを消します。 

p.72

p.75

おもて面の 3. の手順　 ～　 を 
行って、映画を選ぶ 

サブメニュー画面を表示する 

“番組の削除”を選び、決定する 

確認メッセージの"はい"を選び、 
決定する 

削除が終わったら、通常画面に戻す 

p.73

 ● 一度削除除された番組は、元に戻せません。 
 録画内容をよく確認してから削除してください。 

 ● 番組が削除されます。 

 ● 番組を削除したあとの残量時間は、 p.115 。 

リモコンのスイッチを[テレビ]にすると、次のボタンがテレビ操作用に 
使えます。 
・ 電源 ・ 地上デジタル、BS、CS、地上アナログ 
・ チャンネル ・ 1～12 ・ 入力切換 　・ 音量 
・ 画面サイズ ・ 番組表 ・ ナビ/メニュー 　・  
・ 決定 ・ 戻る ・ 青、赤、緑、黄 
※ 番組ポーズ ※ 一発録画 

 ● 当社(三菱1)以外のテレビをお使いの場合は、テレビメーカーの設定を 
 行ってください。 
 ● [番組ポーズ]、[一発録画]ボタンは、当社製REALINK(リアリンク)対応 
 テレビと組み合わせて番組ポーズ、一発録画をする場合にだけ有効とな 
 ります。 
 ● テレビによっては、操作できないボタンがあります。 

p.48

ダビングしたディスクを、他のBD/DVDプレーヤーで 
再生できるようにするときは (ファイナライズ)

本機でダビングしたBD-RやDVD-RW/DVD-Rをファイナラ 
イズすると、他のBD/DVDプレーヤーやレコーダーなどで再 
生できるようになります。 

 ● Video方式のDVD-RW/DVD-Rにダビングしたときは、ダ 
 ビングが終わると自動的にファイナライズが始まります。 
 ファイナライズ中は、途中で中止できません。 

REALINK(リアリンク)機能を使う場合は 
 p.156

 ● 当社製REALINK対応テレビのリモコンで、本機の再生/早送り/早戻し 
 や、メディアの切り換えなどの操作ができます。 
 ● 番組ポーズ、一発録画をすることができます。 
 ● テレビの番組表を使って、本機のHDDに直接録画予約することができ 
 ます。 
 ● テレビの電源入/切に連動して、本機の電源も入/切させることができ 
 ます。(テレビ電源オン連動/テレビ電源オフ連動) 
 ● 本機で再生を始めたり、本機の番組表や予約の画面などを表示すると、 
 テレビの入力切換が自動的に本機の入力に切り換わります。 
 ● 本機の電源を切ると、テレビの電源も連動して切ることができます。 

決定 

決定 

決定 

決定 

再生 
ディスクにダビング 
編集 
番組の削除 
複数番組削除 
並べ替え 

再生 
ディスクにダビング 
編集 
番組の削除 
複数番組削除 
並べ替え 

本機のリモコンをテレビの操作に使う場合は 
 

当社製のREALINK(リアリンク)対応テレビとHDMIで 
接続すると、REALINK機能を使うことができます。 

液晶リモコンで操作する場合は 
 p.160

本機の液晶リモコン(液晶タッチパネル式リモコン)は、 
ボタンを押す代わりに液晶パネル面に表示されたボタン 
にタッチして操作するタイプのリモコンです。 
本機の液晶リモコンでは、本機やテレビの操作のほかに、 
当社製のエアコンの操作をすることができます。(電源 
の入/切、運転切換、温度設定のみ。)

p.116

p.123

p.48

やりたいことを探したり、 
困ったときに調べたい場合は 
(使いかたナビ) p.176

操作で困ったときやわからないことがあったとき 

などに、　　　を押してテレビ画面に操作方法や 

対処方法、解説などを表示し、確認することができ 

ます。 
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戻る 

決定 

決定 

サブメニュー 

電源 レコーダー テレビ 

入力切換 

スタート 

音量 チャンネル 

戻る 

決定 

使いかたナビ 

ダビング 

確認メッセージの内容を確認し、それで 
よければ"はい"を選び、決定する 

4

トレイ開/閉 

トレイ開/閉 

(本体前面)

(本体前面)

ダビング中の 
本体表示 

前の画面に戻るときは、 
　　 を押す 

カ
バ
ー
を
開
け
る 

音量 

レコーダー 

テレビ 

番組ポーズ 

一発録画 

画面サイズ 入力切換 電源 

BS地上 

CSアナログ 
外部 

1/2

デジタル 

チャンネル 

停止 一時停止 前 次 

番組表 再生リスト 

再生 

トップ 
メニュー 

メニュー 

早送り 早戻し 

スロー スロー 

ナビ 

決定 

画面表示 戻る 

青 黄 赤 緑 

予約一覧 チョット戻し 30秒スキップ 使いかたナビ 

サブメニュー 

戻る 

あ か さ 

た な は 

ま や 

わを 
ん 

ら 
3桁 

入力 

録画モード 録画 

DEFABC

MNOJKLGHI

WXYZTUV データ PQRS

音声切換 

テレビ設定 

チャプター 

ダビング クリア Gコード/予約 便利機能 

番組内容 

文字切換 詳細 

毎週/毎日 記号 # 延長 ＊ 

カ
バ
ー
を
開
け
る 

音量 

番組ポーズ 

一発録画 

画面サイズ 入力切換 電源 

BS地上 

CSアナログ 
外部 

1/2

デジタル 

チャンネル 

停止 一時停止 前 次 

番組表 再生リスト 

再生 

トップ 
メニュー 

メニュー 

早送り 早戻し 

スロー スロー 

ナビ 

決定 

戻る 

青 黄 赤 緑 

予約一覧 チョット戻し 30秒スキップ 使いかたナビ 

サブメニュー 

あ か さ 

た な は 

ま や 

わを 
ん 

ら 
3桁 

入力 

録画モード 録画 

DEFABC

MNOJKLGHI

WXYZTUV データ PQRS

音声切換 

テレビ設定 

チャプター 

ダビング クリア Gコード/予約 便利機能 

番組内容 

文字切換 詳細 

毎週/毎日 記号 # 延長 ＊ 

レコーダー 

テレビ 

本機を操作するとき テレビを操作するとき 

画面表示 

取扱説明書を読んでもどうしても使いかたがわからないときや、 
故障かな？と思ったときは 

三菱電機お客さま相談センター 0120-139-365 (無料) 
　 携帯電話･PHS･IP電話の場合 03-3414-9655 (有料) 
　 FAX  03-3413-4049 (有料)

ご相談対応　　平日  9：00～19：00　　土･日･祝･弊社休日  9：00～17：00 
　　　　　　　　　　上記以外の時間は受付のみ可能です 
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