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デジタルハイビジョンチューナー内蔵
ハードディスク搭載

 2014 Sony Corporation   Printed in Malaysia

ブルーレイディスクTM/
DVDレコーダー
追加機能　取扱説明書

本書では、デジタルハイビジョンチューナー内蔵ハードディスク搭載ブルーレイディスク/DVDレコーダー
BDZ-ET2100のアップデートの内容、およびアップデート後の操作方法について説明しています。
本書は、本機の取扱説明書とともに、いつでも見ることができるところに保管してください。

追加される新機能
ˎˎ録画したタイトルを保管できるフォルダ（保管済みタイトルフォルダ）
保管済みタイトルフォルダが内蔵ハードディスク上に追加されました。
本機の内蔵ハードディスクに保存できるのは999タイトルまでのため、内蔵ハードディスクの容量が残っていても、
あらたに録画するには削除やディスクなどへのダビングで、タイトル数を減らす必要がありました。
保管済みタイトルフォルダへ保管することによって、タイトルの削除やダビングを行うことなく、あらたな録画が
行えるようになりました。

BDZ-ET2100

保管済みタイトルを録画リストに戻
したい

1 保管済みタイトルフォルダを表示する。
《録画リスト》ボタンを押します。

《黄》ボタンを押し、フォルダ表示にします。

タイトル一覧に戻すには、もう一度《黄》ボタンを押しま

す。

2 保管済みタイトルを表示する。
録画リストの一番下にある［保管済みタイトル］フォルダ

を選び、《決定》ボタンを押します。

 タイトル数  :  197
 保管済みタイトル

ビデオ

3 録画リストに戻すタイトルを選ぶ。
戻したいタイトルを選び、《オプション》ボタンを押しま

す。

4 タイトルを戻す。
［録画リストへ戻す］＞［１タイトル戻す］を選びます。

［録画リストへ戻す］を選び、《決定》ボタンを押します。

保管済みタイトルを複数戻すときは
手順4で、［録画リストへ戻す］＞［選択して戻す］を選びます。
戻したいタイトルを選び、《決定》ボタンを押します。
《黄》ボタンを押して、［録画リストへ戻す］を選び、《決定》ボ
タンを押します。

ちょっと一言
ˎˎ 1度に選べるタイトルは30個までです。31個以上のタイトルを戻す
ときは、くり返し行ってください。

録画リストに戻しても、以下のことはできません

ˎˎ おでかけ転送（USB接続）では、おでかけ転送用動画ファイルが削除
されているので、高速転送できません。
ˎˎ おでかけ転送用動画ファイルが削除されているので、ワイヤレスお
でかけ転送するには、転送ファイルの作成が必要です。
ˎˎ おかえり転送できません。
ˎˎ x-おまかせ・まる録で録画したタイトルの自動削除はできません。

よくあるお問い合わせ


本体表示窓に「RECOVER　XXX%」の表示が点灯している。


停電後や電源コードの抜き差し、再起動（リセット）後にタイ
トル情報の確認のため、タイトル数によっては時間がかかる
ことがありますが、故障ではありません。

   6/17(月)10:00AM( 0H11M)関東テレビ
　　 世界の街から「フランスを代表する凱旋門をは

ビデオ

 タイトル数  :      0
 保管済みタイトル

ビデオ

ˎˎ 録画リスト 
保存できるタイトル数：999

ˎˎ 保管済みタイトルフォルダ 
保存できるタイトル数：999

保管



戻す



保管済みタイトルフォル
ダとは

保管済みタイトルフォルダは、録画リスト（ビデオ列）の一番
下にあります。
録画したタイトルを保管済みタイトルフォルダに、999タイ
トル保管できます。
保管済みタイトルフォルダに保管したタイトルと、録画リス
トのタイトルはできることが異なります。

ビデオ

 タイトル数  :      0
 保管済みタイトル

   6/17(火)10:00AM( 0H11M)関東テレビ
　　 世界の街から「フランスを代表する凱旋門をは

   6/17(火) 9:00PM( OH54M)関東テレビ
　　 スポーツ中継

   6/17(火) 4:00PM( 1H00M)関東テレビ
　　 はじめての買い物

   6/17(火) 8:59AM( OH10M)ＳＭＣ ＴＶ
　　 アメリカンフットボール大学選手権～準々決勝

録画リストのタイトル

保管済みタイトルのフォルダ

できることの違いは以下のとおりです。

保管済みタイトル
フォルダ

録画リスト

再生(早見再生） ○ ○

削除 ○ ○

並べ替え ○*1 ○

ダビング ×*2 ○

編集／プロテクト ×*2 ○

おでかけ転送 ×*2*3 ○

ルームリンク／家じゅうど
こでも視聴／外出先視聴

×*2 ○

もくじでジャンプ ×*2*4 ○*4

タイトルやコーナーをキー
ワード／ジャンルで検索

×*2 ○

気になる検索 ×*2 ○

*1 日付順、タイトル名順に切り換えのみ。
*2 録画リストへ戻すとできるようになります。
*3 録画リストに戻しても以下のことはできません。

ˎˎ おでかけ転送（USB接続）では、おでかけ転送用動画ファイルが削
除されているので、高速転送できません。
ˎˎ おでかけ転送用動画ファイルが削除されているので、ワイヤレス
おでかけ転送するには、転送ファイルの作成が必要です。 
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。 
http://www.sony.jp/support/bd/
ˎˎ おかえり転送できません。

*4 保管済みタイトルフォルダでは、もくじでジャンプはできません。 
保管する前に、コーナー情報を取得しておくと、録画リストに戻し
たときに利用できます。 
録画リストを表示中に《オプション》ボタンを押して、［もくじ一括更
新］を選びます。

保管済みタイトルを再生したい

1 保管済みタイトルフォルダを表示する。
《録画リスト》ボタンを押します。

《黄》ボタンを押し、フォルダ表示にします。

タイトル一覧に戻すには、もう一度《黄》ボタンを押しま

す。

2 保管済みタイトルを表示する。
録画リストの一番下にある［保管済みタイトル］フォルダ

を選び、《決定》ボタンを押します。

 タイトル数  :  197
 保管済みタイトル

ビデオ

3 タイトルを選んで、再生する。
タイトルを選び、《決定》ボタンを押します。

タイトルのはじめから再生します。前回再生を止めた位

置からの再生はできません。

2014/   3/17(月)   4:50PM( 0H51M) 関東テレビ

保管済みタイトル－日付順  （新しい順）

　　  　みんなのなんでも情報局

　　  　世界の街から「パリの凱旋門」

　　  　世界の旅「ベネチア－ローマ」

　　  　欧州の旅・鉄道の旅「古都を訪ねて」

　　  　上高地の自然

　　  　世界の街から「アメリカ西海岸」

　　  　初夏の山歩き

保管済みタイトルを並べ替えるには
《緑》ボタンを押します。
日付順（新しい順／古い順）、タイトル名順に切り換わります。

先頭タイトルへ移動するには
《オプション》ボタンを押して、［リストの先頭へ移動］を選び
ます。

録画したタイトルを保管済みタイト
ルフォルダへ保管したい

1 保管したいタイトルを選ぶ。
《録画リスト》ボタンを押します。

保管したいタイトルを選び、《オプション》ボタンを押し

ます。

ＨＤＤ情報
もくじ一括更新
並べ替え 
フォルダ表示
タイトル/コーナー検索

次回予約
気になる人名
気になるワード
ディスクへダビング
おでかけ転送
保管

   6/17(火)10:00AM( 0H11M)関東テレビ
  世界の街から「フランスを代表する凱旋門をは

2 タイトルを保管する。
［保管］＞［１タイトル保管］を選びます。

［保管する］選び、《決定》ボタンを押します。

複数のタイトルを保管するときは
手順2で、［保管］＞［選択保管］を選びます。
保管したいタイトルを選び、《決定》ボタンを押します。
［実行］を選び、《決定》ボタンを押します。
［保管する］を選び、《決定》ボタンを押します。

ちょっと一言
ˎˎ 1度に選べるタイトルは30個までです。31個以上のタイトルを保管
するときは、くり返し行ってください。

次のタイトルは保管済みタイトルフォルダに保管できません

ˎˎ プロテクトしたタイトル
ˎˎ 編集したタイトル（タイトル分割、タイトル結合）
ˎˎ プレイリスト
ˎˎ 視聴年齢制限のあるタイトル
ˎˎ インターネットサービスからダウンロードしたタイトル
ˎˎ おでかけ転送中
ˎˎ 録画中
ˎˎ ダビング中
ˎˎ ルームリンク／家じゅうどこでも視聴／外出先視聴で視聴中
ˎˎ ワイヤレスおでかけ転送中

保管済みタイトルを、ひとつだけ削除するに
は
手順3で、《オプション》ボタンを押して、［削除］＞［1タイト
ル削除］を選びます。
［はい］を選び、《決定》ボタンを押します。

保管済みタイトルを、複数削除するには
手順3で、《オプション》ボタンを押して、［削除］＞［選択削除］
を選びます。
削除したいタイトルを選び、《決定》ボタンを押します。
《黄》ボタンを押して、［はい］を選び、《決定》ボタンを押します。

ちょっと一言
ˎˎ 1度に選べるタイトルは30個までです。31個以上のタイトルを削除
するときは、くり返し行ってください。


