ビデオカメラ

GZ-HM400
簡単 DVD 作成ガイド

型名

付属ソフトEverio MediaBrowser
■ディスクをつくるときなど
➡付属の Everio MediaBrowser

HD Editionを使う
（以下、Everio
MediaBrowser）

ディスクをつくる

■ディスクを再生するとき
➡付属の Everio MediaBrowser
Playerを使う
（P.6）

パソコンで AVCHD ディスク
（DVD）
やブルーレイディスクをつくるには、下記の順に
操作します。付属ソフトの操作などで困ったときは、P.8 のお問い合わせ先へご相談
ください。

1
2
3
4

Everio MediaBrowser の詳しい使いかた

パソコンにバックアップする
（P.2）

本書では、Everio MediaBrowser の基礎的な使いかたを紹介します。
詳しい使いかたについては、MediaBrowser 取扱説明書をお読みください。

ファイルを整理する
（P.4）

1

動画をディスクに記録する
（P.5）
ビデオディスクを見る

2 「ヘルプ」メニューの「MediaBrowser ヘルプ」を選ぶ

● DVDを見る
（P.6）
●ブルーレイディスクを見る
（P.7）

（MediaBrowser 取扱説明書が表示される）

●お使いのパソコンに記録型 DVDドライブや記録型ブルーレイドラ
イブが必要です。
●あらかじめ、
付属ソフトEverio MediaBrowserをインストールして
ください（取扱説明書 ➡ P.86）。
●付属ソフトでは、静止画をディスクに記録できません。
● Macintoshをお使いの場合は、
アップル社のソフトウェア
（動画の
場合は iMovie '08または iMovie '09、静止画の場合は iPhoto）
を使って、
パソコンにファイルを取り込みます。以後の操作につい
ては、それぞれのソフトのヘルプをお読みください。

お知らせ

Everio MediaBrowser のアイコンをダブルクリックする

3

MediaBrowser 取扱説明書を
読む

■ Everio MediaBrowserと
Everio MediaBrowser Player
のお問い合わせ先
➡（P.8）

1
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パソコンにバックアップする

まず、本機で撮った動画と静止画を、
パソコンにバックアップします。

3

本機の操作
●パソコンの HDDに十分な空き容量があることを確認する

1

本機の電源ボタンを2 秒以上押す

（電源が入る）

本機の電源ボタンを2 秒以上押す

（電源が切れる）

を選び、
4 「バックアップする」
をタッチする

2

（パソコンで付属ソフトの Everio
MediaBrowser が立ち上がる）

USB ケーブルとAC アダプターを接続する
USB

USB ケーブル

USB

（次ページの手順①へ続く）

パソコン
（パソコン接続中）

お知らせ

DC

●撮影した動画が多いと、
バックアップに時間がかかります。

ACアダプター

2
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パソコンにバックアップする（つづき）
■本機をパソコンから取りはずすとき

パソコンの操作

（1）
「ハードウェアの安全な取り外し」をクリックする。

●本機で「バックアップする」を選ぶ
（前ページの手順④）

1

「ビデオカメラのすべてのボ
リューム」をクリック

（2）
「USB 大容量記憶装置〜」をクリックする。
（3）
（Windows Vista の場合）
「OK」をクリックする。
（4）USB ケーブルをパソコンから取りはずし、本機の画面を閉じる。

「次へ」をクリック

2

■ Everio MediaBrowser の操作で困ったとき
➡（P.8）

ファイルの保存先（パソコン）

「開始」をクリック

お知らせ

（バックアップが始まる）

●動画ファイルの拡張子は「.MTS」。静止画ファイルの拡張子は
「.JPG」。

3
「OK」をクリック

3
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2
1

ファイルを整理する

「運動会」などの名前を付けて
「家族旅行」
ファイルをバックアップしたら、
整理しましょう。ディスクをつくるときだけでなく、鑑賞するときにも役立ちます。

■動画と静止画を区別するとき
➡画面右上の「絞り込み」メニューを使う

をクリック

（カレンダー表示になる）

➡サムネイルの右上隅を確認する

撮影した月をクリック

動画

左下の

静止画

「＋」ボタンをクリック

2

（静止画はディスクに保存できません）

ユーザーリスト名を入力し、
「OK」をクリック
（ライブラリのユーザーリストに、新し
いユーザーリストが追加される）

（例：家族旅行）

撮影日をクリック

3

（その日に撮影したファイルのサムネ
イルが表示される）

サムネイルをドラッグし

ユーザーリストにドロップする

4
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動画をディスクに記録する

ビデオディスクをつくります。
ユーザーリストのなかの動画を使って、
DVDに記録するときは、AVCHD ディスクか DVD-Video ディスクを選びます。

4

●新しい DVD（DVD-R など）
または新しいブルーレイディスク
（BD-R な
ど）
を、
パソコンのドライブに入れる。

1

タイトル名を入力する

ユーザーリストをクリック

●例：家族旅行

●前ページの例では「家族旅行」。

メニューの背景画を選ぶ
「次へ」をクリック

「ディスクの作成」をクリック

2

5

「開始」をクリック

●動画だけが表示される。

ディスクの種類を選ぶ

6

● Blu-ray（ブルーレイディスク用）
● AVCHD（DVD ディスク用：ハイビジョン）
● DVD-Video（DVD ディスク用：標準画質）

（ディスクの作成が完了する）

■ DVDを再生するとき ➡（次ページ）

「次へ」をクリック

3

■ブルーレイディスクを再生するとき ➡（P.7）

■ディスクに記録するファイルを選ぶとき
➡手順③で下の欄の「ファイルを個別に選択する」をクリックし、

「表示されているすべてのファ
イルを選択する」をクリック

「次へ」をクリックしたあと、次の操作をする

「次へ」をクリック

お知らせ

「OK」をクリック

ディスクに記録する動画をドラッグし

下の欄へドロップする

●画質 UXP で撮影した動画からAVCHD ディスクをつくるときは、
MediaBrowser が画質 XP 相当に変換します。このため、通常よ
りもディスク作成に時間がかかります。

「次へ」をクリック

5
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4

ビデオディスクの種類によって、再生方法が異なります。
ここでは、AVCHD ディスク
（ハイビジョン画質の DVD）
とDVD-Video ディスク
（標準画質の DVD）の再生方法を紹介します。

DVDを見る

お知らせ

AVCHD ディスクを再生する
（ハイビジョン）
前ページの手順②で「AVCHD」を選んで記録した DVDと、別売の DVD ライターで
動画を記録した DVD は、
ハイビジョン画質の AVCHD ディスクです。
AVCHD ディスクは、付属の Everio MediaBrowser Player で再生できます。

1

パソコンで、Everio
MediaBrowser Player の
アイコンをダブルクリックする

2

AVCHD ディスクを、パソコン
の DVDドライブなどに入れる

DVD-Video ディスクを再生する
（標準画質）
前ページの手順②で「DVD-Video」を選んで記録した DVD は、標準画質の DVDVideo ディスクです。
DVD-Video ディスクは、市販の DVDプレーヤーなどで再生できます。
（付属ソフト
では再生できません）

メニューの「ディスク
3 「ファイル」
を選択」を選ぶ
（動画のサムネイルが表示される）

4

お知らせ

サムネイルをクリックする

（再生が始まる）

● AVCHD ディスクは、左記の対応機器で再生してください。その
他の機器（DVDプレーヤー、AVCHD 非対応のブルーレイプレー
ヤーなど）
に入れないでください。ディスクを取り出せなくなること
があります。
●前ページの操作または別売 DVD ライターでつくった AVCHD
ディスクを、再生してください。ほかのソフトや他機種で作成した
AVCHD ディスクは、再生できないことがあります。
●市販のビデオ機器やパソコン用の再生ソフトで AVCHD ディスクを
再生する場合、
ビデオ機器や再生ソフトによっては、正常に再生でき
ないことがあります。

● DVDプレーヤーやパソコン用の DVD 再生ソフトによっては、正常
に再生できないことがあります。

メニューボタン

■サムネイルの画面に戻るとき
➡メニューボタンをクリックする
■市販の AVCHD 対応機器を使うとき
➡ AVCHD 対応機器（ブルーレイレコーダーなど）で、AVCHD ディスクを再生で
きます
詳しくは、
お使いの AVCHD 対応機器の取扱説明書をお読みください

■別売の DVDライターを使うとき
➡ DVD ライター（CU-VD50）をテレビに接続すると、AVCHD ディスクを再生で
きます
詳しくは、DVD ライター（CU-VD50）の取扱説明書をお読みください

6

LYT2095-002A.indd

6

2009/06/17

6:39:12

5

ブルーレイディスクを見る

ビデオディスクの種類によって、再生方法が異なります。
ここでは、
ブルーレイディスク
（ハイビジョン画質）の再生方法を紹介します。

■市販のブルーレイプレーヤーを使うとき
➡お使いのブルーレイプレーヤーの取扱説明書をお読みください

P.5の操作でつくったブルーレイディスクは、付属の Everio MediaBrowser
Player で再生できます。

1

パソコンで、Everio
MediaBrowser Player の
アイコンをダブルクリックする

2

ブルーレイディスクを、パソコン
のブルーレイドライブに入れる

お知らせ

● P.5 の操作でつくったブルーレイディスクを再生してください。ほ
かのソフトや他機種で作成したブルーレイディスクは、再生できな
いことがあります。
●市販のビデオ機器やパソコン用の再生ソフトでブルーレイディスク
を再生する場合、
ビデオ機器や再生ソフトによっては、正常に再生で
きないことがあります。

メニューの「ディスク
3 「ファイル」
を選択」を選ぶ
（動画のサムネイルが表示される）

4

サムネイルをクリックする

（再生が始まる）

メニューボタン

■サムネイルの画面に戻るとき
➡メニューボタンをクリックする

7
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フォルダとファイルの一覧

困ったときは…

内蔵メモリーとSDカードには、
フォルダとファイルが次のように作成されます。
フォルダとファイルは、必要になったときに作成されます。

「Everio MediaBrowser」と「Everio MediaBrowser Player」の
お問い合わせ先

（静止画
フォルダ）

「100JVCSO」
「101JVCSO」
「102JVCSO」

PIC̲0001.JPG
PIC̲0002.JPG
PIC̲0003.JPG

操作などで困ったときは、下記へお問い合わせください。
（パソコン本体の操作がわからないときは、パソコンの取扱説明書をご覧ください）

（静止画
ファイル）

株式会社ピクセラ

…

「EVERIO
̲SD」
（SDカード）

「DCIM」

…

「EVERIO
̲MEM」
（内蔵
メモリー）

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 パークスタワー25階
「AVCHD」

「BDMV」

「STREAM」

00000.MTS
00001.MTS

「EXTMOV」

DEM̲0000.MTS
MOV̲0001.MTS
MOV̲0002.MTS

（動画ファイル）

■ご連絡いただきたい内容

…

「BACKUP」
「CLIPINF」
「PLAYLIST」
INDEX.BDM
MOVIEOBJ.BDM

• パソコン
（Windows）の OS バージョン
例：Windows XP
• 問題が発生したときの詳しい状況

「PRIVATE」

「MISC」

他社製品の登録商標と商標について

SDカードでは、
このなかに
「AVCHD」フォルダがあります。

• AVCHD と AVCHD ロゴは、
パナソニック株式会社とソニー株式会社の商標で
す。
• YouTubeとYouTubeロゴは、YouTube LLC. の商標および商標登録です。
• Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米
国およびその他の国における商標または登録商標です。
• iPod、iTunes は、米国およびその他の国で登録された米国 Apple,Inc. の商標で
す。
• Intel Core、Pentium、Celeron は、米国 Intel Corporation の商標または登録商
標です。
•その他、記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。なお、本文
中では、TM マークと® マークを明記していません。

AUTPRINT.MRK

●上記のフォルダやファイルの削除・移動・名前の変更などをパソコン
で行うと、本機で再生できなくなります。

日本ビクター株式会社
〒221-8528

8

8

電話番号：0570-02-3500
（ナビダイヤルが使用できない場合）
06-6633-2990
受付時間：10:00〜18:00
（年末年始、祝日、
ピクセラ社
所定休日は除く）

FAX 番号：06-6633-2992
受付時間：24時間

■管理情報が壊れた動画を
見るとき
➡メニューの「特殊ファイル再生」

お知らせ

電話での問い合わせ

FAX での問い合わせ

（動画デモファイル）
※動画デモファイルが入っていない場合もあります。
（管理情報が壊れた動画ファイル）

（管理
情報）
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■お問い合わせ方法

横浜市神奈川区守屋町3-12

© 2009 Victor Company of Japan, Limited

M9S5 0709FOH-HT-OT

2009/06/17

6:39:13

