パソコンへの接続

LaCie製 外付けハードディスク

テレビ・レコーダー用

クイックガイド

このたびはLaCie製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この「クイックガイド」は、本製品を「お買い上げ直後の状態」から、パソコンの外付けハードディスクとして使用できるまでを説明しています。
接続する前にウラ面「はじめにお読みください」をお読みください。

ネットワークレコーダー＆メディアストレージ

テレビ・レコーダー用

かんたん設定ガイド

「nasne（ナスネ）™」

このたびはLaCie製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この「かんたん設定ガイド」は、テレビ・レコーダー用ハードディスクを「お買い上げ直後の状態」でネットワークレコーダー＆メディアストレージ
「ナスネ」に接続し、外付け録画機器として使用できるまでを説明しています。接続する前に別紙「はじめにお読みください」をお読みください。

一度初期化したハードディスクを他のパソコンで使用するには、使用するパソコンで再度初期化が必要な場合があります。
その際、ハードディスクに保存したデータは消去されますのでご注意ください。

一度初期化したハードディスクを他のパソコン等で使用するには、使用するパソコンで再度初期化が必要な場合があります。
その際、ハードディスクに保存したデータは消去されますのでご注意ください。

この「クイックガイド」は、使用開始後も大切に保管してください。

この「かんたん設定ガイド」は、使用開始後も大切に保管してください。
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ハードディスクをフォーマットする
（初期化）
ここではWindows 7を例に説明します。特に説明がない限り、他のOS（Windows 8、Vista、XP、MAC OS X）でも手順は同じです。

本製品（ハードディスク）
をパソコンで初期化する

※ハードディスクを「ナスネ」で使用するには、接続する前にパソコンで初期化（FAT32）する必要があります。初期化しないと「ナスネ」では使用できません。

初期化の手順は、左記「パソコンへの接続／

パソコンで使用できるように、ハードディスクを初期化します。本製品をパソコンに接続します。
「はじめにお読みください」を参照

❶

Windowsの場合
スタートメニューから［コンピューター※］を
開き、
［LaCie Setup (E:)］をダブルクリック
します。
次にフォルダ内の［LaCie Setup］をダブル
クリックします。
※Windows XPの場合は
「マイコンピュータ」

本製品をパソコンに接続すると、ウインドウが開き
［LaCie Setup］のアイコンが表示
されるので、ダブルクリックします。
アイコンが表示されない場合は、右記
画面で右クリック（または下端から上方
向にスワイプ）→ タスクバー →［すべ
てのアプリ］→［コンピューター］→
［LaCie setup (E:)］をダブルクリック
します。

初期化中は、絶対にパソコンやハードディスクの電源を切ら
ないでください。故障の原因になることがあります。

❸電源を入れる

ハードディスクの電源をONにします。

お客様のパソコンの環境によっては、LaCie Setupが正常に動作しない
場合があります。初期化が完了せず外付けハードディスクとして使用でき
ない場合、お使いのパソコンの機能または弊社Webサイトで提供する
フォーマットツールを使用して、再度初期化する必要があります。
パソコン標準の初期化手順やフォーマットツールのダウンロードは
http://lacie.jp/support/format.html をご参照のうえ実行してください。
または、別紙「LaCie Setupによるフォーマット（初期化）に失敗した場合
の手順」をご参照ください。

パソコンがスリープモードではないことをご確認ください。

3

ナスネで使用できるように、ハードディスクを登録します。

※「torne（トルネ）TM PS4TM」を使う場合は、録画先としてナスネ内蔵HDD/外付
けHDDを選択することはできません。登録したハードディスクはナスネの容量
に加えられます。
（例）ナスネ 500GB ＋ ハードディスク 2TB → 約2.5TB

ここからは、
「nasneTM HOME」の画面を見ながら、PS4のコントローラ
で操作します。コントローラの操作の詳細については、PS4に付属の取
扱説明書をお読みください。
表示される画面や手順が異なる場合は、PS4・ナスネの取扱説明書や
オンラインマニュアルをお読みになり、設定してください。

❹

①タスクトレイの［ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す］アイコンをク
リックし、表示された［USB大容量記憶装置デバイスの取り出し］を選択します。
②取り外し可能なメッセージが出たら、
［OK］をクリックし、USBケーブルをパソコンか
ら取り外せば完了です。

Macの場合
マウスを合わせてこの位置を
変更します

「PS3」や「トルネ」、
「ナスネ」でご使用の場合（FAT32）

①本製品のアイコンをドラッグ&ドロップし、デスクトップのDockにある［取り出す］
アイコンに重ねます。
※［取り出す］アイコンは、通常はゴミ箱の形をしています。

【○】ボタン

」で選択

Windowsの場合

フォーマットの方法をスライダーを
使って設定します。
それぞれのOS のみで使用する場合
は完全に左へ移動します。

選択した項目を決定

コントローラ

❶［nasne

TM

HOME］を起動します。

［nasneTM HOME］
の起動のしかたは、
ナスネの取扱説明書をお読みください。

❷［ハードディスク管理］を選択して、
【○】ボタンを押します。

②その後、USBケーブルを取り外せば完了です。
本書の内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁止させていただきます。
本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
本製品を使用したことによる結果およびその影響につきましては、いかなる理由であっても責任を負いかねますので、ご了承ください。
本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
「Windows」
「Windows 8」
「Windows 7」
「Windows Vista」
「Windows XP」は、米国Microsoft社の登録商標です。
「Mac」
「Mac OS X」は、Apple Inc. の商標です。
「PS4」
「トルネ」
「ナスネ」は（株）ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標です。その他本書に掲載されている商品名／社名などは、
一般に商標ならびに登録商標です。
開発元 LaCie S.A.／発売元 エレコム株式会社
テレビ・レコーダー用 クイックガイド パソコンへの接続
テレビ・レコーダー用 かんたん設定ガイド
ネットワークレコーダー＆メディアストレージ
「nasne
（ナスネ）
™」
2014年7月第2版

ナスネからハードディスクを取り外す

ハードディスクを取り替えるときなど、ナスネから取り外す場合は次の手順でおこないます。
①［nasneTM HOME］→［ハードディスク管理］を開きます。
②［ハードディスクの登録と削除］の［
選択して、
【○】ボタンを押します。

］を

③ 確認メッセージが表示されるので［はい］を選択します。
④［削除されました。］と表示されるので、
［OK］を選択して【○】ボタンを押します。
© 2014 ELECOM CO.,LTD. All rights reserved
QB-9000334JE 140720 V02

PS4

テレビ

プラグ

❸※

ナスネ

❷

USB3.0ケーブル

ACアダプタ

❶※
※

❷

USBポート

※rikikiはバスパワー駆動のため、パソコンのUSBポートに接続するだけです。
（バスパワー ： USBのケーブルから供給された電源を使用し、動作させる方式。）

ハードディスクを登録する

「方向キー

※

ハードディスク

電源スイッチ

※

アプリケーション（エクスプローラーなど）を終了してください。

クリックします。

ハードディスクに付属のACアダプタを接続します。

付属のUSB3.0ケーブルのコネクタをハードディスクのUSBポートに接続し、
反対側をナスネのUSB端子に接続します。

パソコンからハードディスクを取り外す

❸使用許諾契約の内容を確認し[次へ]を

❶ACアダプタをつなぐ

❷ナスネとつなぐ

※データを保存するだけの使用目的で
あれば、何も 選択せず、次に進んで
ください。

インターネット回線
ブロードバンド
ルーターなど

※

❻必要なアプリケーションがあれば選

[完了]をクリックします。

❷言語を選択し［OK］をクリックします。

ハードディスクをPS4に接続する

ハードディスクは、振動がない場所に水平に設置してください。
ハードディスクは横置き専用です。縦置きでは使用しないでください。
ハードディスクを重ねる場合は、２台までにしてください。

❼ハードディスクの設定が完了しました。

Macの場合
デスクトップ上の［LACIE SETUP］を
ダブルクリックします。次にフォルダ内の
［LaCie Setup］をダブルクリックします。

ハードディスクを「PS3」や「トルネ」、
「ナスネ」で使用する場合は、FAT32
での初期化が必要です。
手順❹でスライダーを一番右へ移動し、
「Compatible FAT32」100%の状態
で[次へ]をクリックします。

（初期化）が開始されます。

択し[次へ]をクリックします。

Windows 8

※MAC OS Xの場合は
「LaCie NTFS」
で
はなく、
「LaCie HFS」
と表示されます。

2

❺[はい]をクリックするとフォーマット

ハードディスクをフォーマットする
（初期化）」
をお読みください。

⑤ ハードディスクの電源を切り、ナスネのUSB端子からUSBケーブルを抜き取ります。

❸［外付けハードディスクの登録と

削除］の［登録］を選択して、
【○】
ボタンを押します。

［外付けハードディスクを登録中です。］
とメッセージが表示されます。
登録中は、絶対にナスネやハー
ドディスクの電源を切らないでく
ださい。故障の原因になること
があります。

❹［登録されました。］とメッセージが

表示されるので、
［OK］を選択して
【○】ボタンを押します。
登録されたハードディスク名が表示さ
れます。

ＶＡＩＯから登録する場合：「VAIO TV with nasneTM」のオンラインマニュアル
(http://vcl.vaio.sony.co.jp/product/manual/vaiotv/index.html）をご覧ください。
パソコンから登録する場合：エクスプローラーを起動し、アドレスバーに「¥¥（ナスネ底
面の「ファイルサーバー名）」と入力して検索します。
「nasne̲home」フォルダーの
「index.html」をダブルクリックすると、
「nasneTM HOME」が起動します。

これでLacie ハードディスクに録画する準備ができました。以降は
「ナスネ」
の
取扱説明書やオンラインマニュアルをお読みになり、録画してください。

パソコンでの使用について

ナスネでハードディスクを登録すると、ナスネ専用機器になります。一度ナスネで登録した
ハードディスクをパソコンで使用するには、パソコンで再度初期化する必要があります。
その際、ハードディスクに保存したデータは消去されますのでご注意ください。
パソコンで再度、初期化する手順は以下URL を参照して実行してください。
URL http://lacie.jp/support/format.html

