
接続をする1

「かんたんネットワーク設定」を行ってください。
（詳しくは取扱説明書164ページをご覧ください）

設定をする2
かんたんネットワーク設定

いいえはい

かんたんネットワーク設定を行います。

次の宅内ネットワーク機能を利用しますか？

・スマートフォンなどからのワイヤレスでの写真取込みや
　番組持ち出し
・ネットワーク接続された機器からの録画（LAN録画）
　※ネットワーク経由の録画に対応している必要があります。
・お部屋ジャンプリンク
　DLNA対応機器から本機HDD内番組／写真の再生

決定
戻る

1 ネットワークの接続と設定をする

2 LUMIX CLUB（PicMate）の
ログイン IDとパスワードを取得する

3 Webサービスのアカウントを
追加する

VQC8684
F0412NA0

写真・動画送信ガイド

ハードディスクレコーダー

品番　DMR-HRT300

本機（DMR-HRT300）から写真や動画をWebサービス
（Facebook/mixi など）に送信する手順を説明しています。

送信するには以下の準備が必要です。

LUMIX CLUB（PicMate）について
LUMIX CLUB（PicMate）は、LUMIX をはじめ様々な
機器で、友達・仲間と一緒に、お気に入りの写真や動画を
使ったスマートなコミュニケーションを実現する写真共有
サービスです。詳しくは「LUMIX CLUB（PicMate）」
のサイトをご覧ください。
http://lumixclub.panasonic.net/

有線を使って接続する場合など、詳しくは取扱説明書
156ページをご覧ください。

1 ネットワーク
の接続と設定をする

本機を操作 2 LUMIX CLUB（PicMate）
のログイン IDとパスワードを取得する

本機を操作

LUMIX CLUB（PicMate）のサービスユーザー登録（無料）を行います。すでにパソコンなどでログイン IDを取得
済みでも、本機で新しく登録を行ってください。

　　　　を押す1 「SNSなどのWebサービス」
を選び、　　を押す

5

「Webサービスを追加する」
を選び、　　を押す

6

以下の画面が表示されるまで
　　を押す

7

決定
戻る

PicMateサイトにログインしてください。ステップ2

バーコードに対応するスマートフォンアプリで
撮影すると、簡単にログインできます。

　URL：http://lumixclub.panasonic.net/jpn/c/
　本機専用ログインID：000000000000
　本機専用パスワード：000000

ブラウザに次のURLを入力してください。
下記のログインIDとパスワードを使う必要があります。

決定
戻る

写真を送信したいＷｅｂサービスを選んでください。

Ｗｅｂサービスに写真や動画を送信するには？

PicMate
Webサービスを追加するー

決定
戻る

写真の送信先を選んでください。

ＳＮＳなどのＷｅｂサービス
ディーガなどの対応機器

写真や動画を送信できるＷｅｂサービスの例

ご利用にはＷｅｂサービスのアカウント（ログイン IDなど）が別途必要です。
既にアカウントをお持ちの場合、そのアカウントをご利用いただけます。

ログインＩＤ

パスワード

ログイン IDとパスワードは必ず控えを取って
ください。
（裏面の手順      の     で使用します）3     2

「写真を見る /送る」を選び、
　　を押す

2

画面に従って設定する4

決定
戻る

利用規約に同意すると写真や撮影ビデオなどの動画を
送受信することができます。
受信した写真 /動画は、写真一覧 /録画一覧から
ご覧いただけます。
※サービスからのお知らせ（写真）が配信されることがあります。

利用規約を表示する

利用規約に同意する
利用規約に同意しない

決定
戻る

次へ
キャンセル

インターネットを利用して、写真や撮影ビデオなどの動画を
　・SNSなどのWebサービスへ送信
　・家族や友人のディーガなどの対応機器へ送信
することができます。

本機能を利用するために、利用規約をご確認ください。

利用規約に同意すると差出人の名前を設定する
画面が表示されます。設定をしてください。

利用規約を表示して確認してください。

　　を押す3

ネット送信機能のお知らせ画面が表示された場
合、内容を確認して次の手順に進んでください。

インターネット

ブロードバンド
接続環境

通信端末
（モデムなど）

無線ブロードバンドルーター
（アクセスポイント）

本機

内蔵無線 LAN

2011年  3月  3日

2011年  4月  6日

2011年  5月  1日

2011年  6月26日

写真一覧 HDD
3D 受信すべて

複数選択

58枚

77枚

48枚

120枚

ページ 0001/0002

ネット送信 スライドショー黄赤青

前ページ 次ページ
サブ
メニュー

決定

戻る

2011年  2月24日 42枚

2011年  1月  2日

10枚

カレンダー

緑

お好み
設定

放送を
見る

星占い

写真を取り込む

アルバムを作る 動画を見る／送る

持ち出し番組
かんたん転送

メディアを使う

おひつじ座おひつじ座おひつじ座

テレビでネット

おまかせクリップ

写真を見る／送る

写真や動画をWebサービスで共有しよう写真や動画をWebサービスで共有しよう写真や動画をWebサービスで共有しよう



利用するWebサービスを LUMIX CLUB（PicMate）
に登録します。

Webサービス
のアカウントを追加する3

送信したい写真や動画を選ぶ3

　　　　を押す1

「写真を見る /送る」または
「動画を見る /送る」を選び、
　　を押す

2

写真を複数選びたい場合、　　を押して選んで
ください。（動画は複数選択できません）

利用するWebサービス（Facebook/mixi など）
のアカウントを用意しておく。

準備

スマートフォンスマートフォンまたはまたはパソコンパソコンで
操作してください操作してください
スマートフォンまたはパソコンで
操作してください

6 送信したいWebサービスを
選び、　　を押す

決定
戻る

写真を送信したいＷｅｂサービスを選んでください。

Ｗｅｂサービスに写真や動画を送信するには？

PicMate

Webサービスを追加するー
●●●●●●●●

7 タイトル・公開範囲を設定後、
「次へ」を選び、　　を押す

8 「送信開始」を選び、　　を押す

決定
戻る

送信開始
キャンセル

送信を開始します。
Webサービス：PicMate

ユーザ名：00000000
タイトル：ペットの成長記録
公開範囲：非公開

決定
戻る

タイトル・公開範囲を設定します。

Webサービスにより3D写真の送信に対応していない場合があります。

次へ

タイトル入力

公開範囲 非公開

ペットの成長記録

確認画面が表示された場合、
内容を確認して次の手順に進んでください。

　　を押す4

LUMIX CLUB（PicMate）
のサイトへアクセスする

1

メールアドレスを登録する3
登録したメールアドレスに登録確認メールが送
られます。メールに記載のURLへアクセスし
てください。

利用するWebサービスを選び
登録する

4

画面の指示に従って登録の操作をしてください。

2

●●●●●●

○○○○○○○○○○○○

パスワード

ログインID

裏面の手順     の     で取得し
たログイン IDとパスワードを
入力しログインする

2     7

http://lumixclub.panasonic.net/jpn/c/

「SNSなどのWebサービス」
を選び、　　を押す

5

決定
戻る

写真の送信先を選んでください。

ＳＮＳなどのＷｅｂサービス
ディーガなどの対応機器

写真や動画を送信できるＷｅｂサービスの例

ご利用にはＷｅｂサービスのアカウント（ログイン IDなど）が別途必要です。
既にアカウントをお持ちの場合、そのアカウントをご利用いただけます。

ネット送信

戻る

HDD       → 家族 ・ 友人 ・ Webサービス

送信中の写真 ：
0000.JPG

送信状況　　　10枚中　　　1枚完了

中止するには、戻るボタンを3秒以上押してください。

写真や動画を選んで
送信する4 本機を操作

詳しくは取扱説明書88ページをご覧ください。

2011年  3月  3日
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決定

戻る

2011年  2月24日 42枚

2011年  1月  2日

10枚

アドレス番号：0000ｰ0000ｰ0000ｰ0000　アクセス番号：0000

カレンダー

緑
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決定

戻る

2011年  2月24日 42枚

2011年  1月  2日

10枚

アドレス番号：0000ｰ0000ｰ0000ｰ0000　アクセス番号：0000

カレンダー

緑

お好み
設定

放送を
見る

星占い

写真を取り込む

アルバムを作る 動画を見る／送る

持ち出し番組
かんたん転送

メディアを使う

おひつじ座おひつじ座おひつじ座

テレビでネット

おまかせクリップ

写真を見る／送る

・本機を利用してアップロードなど可能なコンテンツは、ご自身が 
創作、撮影などして著作権を有するもの、または権利者から許諾
を得ているものに限ります。
あなたが放送番組、市販DVD・CD などから録音・録画したものは、
個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使
用できません。権利者の許諾なく、著作物を不特定または特定多
数の人に送信すること、不特定または特定多数の人がインターネッ
ト上で視聴、閲覧できるようにすることなどは、著作権などを侵
害しますので、お気をつけください。

Webサービス事業者が提供するサービス内容は、サービス提供会
社の都合により、予告なく変更や終了することがあります。
・

・Facebook は Facebook,Inc. の登録商標です。
・mixi は、株式会社ミクシィの登録商標です。

コンテンツの送信に関する注意画面を確認して
ください。同意すると送信を開始します。

送信が完了するとメッセージが表示されます。

本機に写真を取り込んで
おまかせクリップを作成

取り込んだ写真から簡単にショートムービーを
作成することができます。詳しくは取扱説明書
84、94ページをご覧ください。

作成したおまかせクリップを
自動でWebサービスに送信

詳しくは取扱説明書91ページをご覧ください。

他にもこんなことができます


