同梱物の確認

本体システム必要条件

ご使用頂く前に、次のものがそろっていることをご確認ください。
万が一不足品がございましたら、弊社サポートセンターまでお問い合わ
せください。なお、箱・梱包材は大切に保管していただき、修理などの輸
送の際にご利用ください。

対応機種

USB2.0(USB1.1)ポートを搭載した DOS/V マシン

対応 OS

Windows XP / Vista / Windows 7
※ Server 系 OS は、動作保証外となります。

【注意】

補助電源コネクタ付 USB ケーブル

※1

3.

USB2.0 環境は、パソコン本体に USB2.0 インタフェース機能が必要です。

保証書

4.

はじめにお読みください（本紙）

※2

【ご注意】

一部の USB2.0 インタフェース(PC カードタイプのものなど)に接続した場
合、環境によってはドライブの最大性能を発揮できない場合があります。

5.

セットアップガイド

※3

USB1.1 のポートに接続した場合は、USB1.1 機器として動作します。

1)

使用する際のご注意

2)
3)

5)
6)

7)

本製品を運用した結果、直接的ならびに間接的損害、他への影
響については責任を負いかねますのでご了承下さい。
本製品を日本国外で使用された場合については、弊社では一切
の責任を負いかねます。また、弊社では本製品に関し、日本国外
への技術サポート、およびアフターサービス等を行っておりません
ので、予めご了承下さい。
お客様は、本製品または、その使用権を第三者に再使用許諾、
譲渡、移転またはその他処分を行うことは出来ません。
地震、雷、当社の責任以外の火災、第三者により行為、その他の
事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下で
の使用により生じた損害については、当社は一切の責任を負いま
せん。
ハードディスクや ＣＤ-Ｒ/ＲＷなどに記憶された内容は故障や障
害の原因に関わらず、保証いたしかねますので、あらかじめご了
承ください。

8)

大切なデータ等は、必ずお客様の責任の下、普段からこまめにバ
ックアップをされるようお願いいたします。

9)

コンピュータプログラム、映像、音楽などは、著作権法により保護
されています。 「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法
上認められた場合を除き、無断で複製・転用することは著作権法
により禁止されています。

ケーブル類を抜くときは、ケーブル部を引っ張らないで、コネクタを持っ
て抜いてください。
一部ウィルス対策ソフトがインストールされている場合には、動作が不
安定になる場合があります。
本製品は省電力機能には対応しておりません。

※ その他、本書に記載されている会社名・製品名は各社の商標または
登録商標です。

2MB

アクセス時間

130ms (CD/DVD)

サイズ・重量

141(W)x155(D)x20(H)mm 350g

1. 本製品には DVD ビデオの再生用ソフトウェアは付属しておりません。
DVD ビデオの再生については、別途市販の DVD ビデオ再生ソフト
をご購入ください。
2. 本ドライブ地域コードの変更は、初回の設定を含め 5 回しか行えま
せんので、変更を行う際は十分に注意してください。
（5 回目の変更が最終の地域コードとして固定されます。）
3. DVD ビデオの再生は、USB1.1 で接続された場合、コマ落ちまたは
音飛びが発生し、正常に再生が出来ませんので、必ず USB2.0 で
接続してご利用ください。

各部の名称

最大速度 ※4

再生※2,3

リージョンコード設定
※1

DVD-RAM ※1 [4.7GB (片面) ]、
DVD-ROM、DVD-Video、
DVD-RW(Ver.1.0)、CD-DA
CD-ROM(XA対応) 、
Photo CD(マルチセッション対応)、
Video CD、CD TEXT、CD-EXTRA
設定変更回数：5 回
（5回目以降は変更不可）

カートリッジ無しのディスクをご使用ください。カートリッジタイプのディスク
はカートリッジから取り出して使用してください。TYPE1 の DVD-RAM ディ
スクは使用できません。

※2

CD-G は再生できません。 再生するディスクによっては別途専用ソフトな
どが必要なものがあります。

※3

ディスクの書き込み状態や記録形式によっては、性能が保証できない場
合があります。

DVD-RAM
(片面4.7GB/両面 9.4GB)
※2.※3,※4

5x CAV

Read (DVD-R /+R)
※4

8x CAV

Read (DVD-R DL / +R DL)
※4

6x CAV

Read (DVD-RW/ +RW)
※4

8x CAV

DVD-ROM (片面1層)

8x CAV

DVD-ROM (片面2層)

8x CAV

DVD-Video

4x CAV

CD-R/RW ※4

24x CAV

CD-ROM

24x CAV

Model

CD-DA(音楽CD-DA)

20x CAV

Play Audio

4x CLV

※1

ディスク・ドライブ・記録方式・パソコンの性能などによっては、
本機の記録・再生性能を発揮できない場合があります。

※2

カートリッジタイプは、カートリッジから内部のディスクを取り出
してご使用ください。

※3

両面ディスクは同時に両面の再生はできません。

※4

メディアの品質によりディスクの内容を読み込めない、または倍速
を正確に認識できない場合が出来ないことがあります。

動作温度
動作温度

5℃～45℃

動作湿度

10～90％ （結露なきこと）

電 源
USB バスパワー

登録商標について

※ Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。

バッファ容量

DVD の再生について

10) 弊社はお客様が【ご注意】の諸条件のいずれかに違反されたとき
は、いつでも本製品のご使用を終了させることができるものとしま
す。

※ NOVAC は株式会社ノバックの登録商標です。

ドライブ本体

対応ディスク

4)

本製品および本書の内容については、改良のため予告なく変更
することがあります。

本体仕様

読み込み速度

ドライブ 本体

2.

本製品および本書は株式会社ノバックの著作物です。本製品およ
び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変するこ
とは法律で禁じられています。

（データ転送速度は、DVDメディア:1倍速＝1385kB/s、CDメディア:1倍速＝ 150KB/s）

対応ディスク ※1

1.
ご使用になる前に、本書をよくお読みの上、正しくお使いください。
本書をお読みになったあと、別紙取扱説明書をご覧ください。

使用できるディスクの種類と最大速度

1. インジケータ LED;

データの読み取り/書き込み時に点滅
します。

2. イジェクトボタン;

ディスクトレイを開ける際に使用しま
す。

3. 緊急イジェクトホール;

ディスクトレイが開かなくなり、ディス
クを取り出せない時に使用します。

4. 電源コネクタ;

別売オプション品の AC アダプタを接
続します。

5. USB コネクタ;

付属の USB ケーブルを使用して、パ
ソコンの USB ポートへ接続します。

USB バスパワー（※1）
※1

USB ポートを 2 ポート使用

USB バスパワーでの動作につきましては、すべての環境において動作を
保証するものではありません。
パソコンの仕様や、USB インタフェースカードの仕様によっては、USB バ
スパワーで動作できない場合がありますので、USB バスパワーで動作し
ない場合は、別売オプション品の AC アダプタを接続してご利用ください。

●AC アダプタ （別売オプション品）について
別売オプション品の AC アダプタは、「NOVAC サポートセンター補修パーツ係
り」にて取り扱っております。注文方法等につきまして詳しくは、下記弊社ホーム
ページをご覧ください。

URL;
http://www.novac.co.jp/support/annai/parts_shop-ac.html
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