
各部の名称とはたらき

前面部

背面部

本製品の取り扱いについて
■ディスクのセットと取り出し

ディスクをセットするときは本製品
の電源がONになっている状態でイ
ジェクトボタンを押しトレイを引き
出します。タイトルが印刷されてい
る面を上にしてディスク中央の穴を
トレイの中央部にはめて、トレイを
押し込みます。

■強制イジェクトホールを使用した取り出しについて
何らかの理由でディスクが取り出しできなくなったときは、強制的に
トレイを排出させる事ができます。

■設置時の注意
　本製品はゴム足が貼られている面を下にして水平に設置してください。
　また、適切に転落・引き抜け防止措置をとってください。
※本製品が動作している状態での転落や、コネクタ類の引き抜けは故障・データ消失の原因と
なります。

※8cmディスクも同じ方法でセットと取り出しが可能です。
※ディスクを取り出す際は、本製品が動作中でない事を「アクセス LED」で確認して、本製
品から取り出しを行ってください。

※本製品は名刺タイプなどの規格外のディスクには対応していません。これらのディスクは
使用しないでください。

※その他、ディスクの取り扱い上の注意は裏面の「取り扱い上の注意」を必ずご確認ください。

排出方法
　本製品からACアダプタ、USB DCジャック（接続
している場合）を取り外し、本製品が通電していな
い事を確認し、強制イジェクトホールに、伸ばした
クリップ等、細長い棒を挿し込みます。

　 強く押すとトレイが排出されますのでディスクを取
り出し、トレイを再び閉じます。

※何かに引っかかり排出されない場合は修理をご依頼
ください。

このたびは、ロジテックのスマホ・タブレット用ワイヤレスDVDドライブをお買
い上げいただき誠にありがとうございます。このセットアップガイドでは本製品の
導入手順と取り扱い上の注意事項について説明しています。別紙の「アプリ活用ガ
イド」と併せて事前によくお読みください。

■使用上の注意
● 本製品にディスクを入れたまま移動したり、傾けたりしないでください。本製品やディス
クの破損の原因となります。

● 本製品天面を強く押さないでください。トレイが閉まらなくなります。また、変形して故
障の原因になる場合があります。

● 動作中に本体の天面を持ったり、押したりすると書き込み・読み込みエラーや本製品の故
障の原因となりますのでおやめください。

□　製品本体 □　USB-ACアダプタ
　　(LA-10W5U-01)

□　セットアップガイド・保証書（本書） 1 枚
□　アプリ活用ガイド　   1 枚
□　シリアル番号のご案内  1 枚

※1 音楽 CDをバックアップしたCD-Rや CD-RWなどは、連続複製防止システム（SCMS）
が働くため録音できません。

※2 書き込み可能なCD-R/RWには音楽用途のメディアをご利用ください。
※3 DVD-Video 形式で記録されているメディアのみ読み込み可能です。地上波デジタルテレ

ビ放送などを、HDDレコーダーなどで録画した（CPRM保護）メディアは再生できませ
ん。またPC等で作成したDVD-video は、お使いの編集ソフトによっては再生できない
場合があります。

□　USB-DC Jack ケーブル　
(約 1m)

スマホ・タブレット用
ワイヤレスDVDドライブ
LDR-PS8WU2Vシリーズ
セットアップガイド①

LDR-PS8WU2V_SG1 V02

パッケージ内容の確認 はじめに箱の中に以下のものがあることを確認してく
ださい。

ハードウェア仕様

対応メディア
対応ディスク
CD-ROM
CD-R、CD-RW
DVD-ROM
DVD-RAM
DVD-R +R
DVD-RW +RW
DVD-R +R（２層）

DVD再生
-
-

   ○※3
   ○※3
   ○※3
   ○※3
   ○※3

・iOS8.0 以降　
・ Android:4.2.2 以上 (32bit, 64bit)　※
※2016年 1月現在。本製品とUSB接続の場合は、USBホスト機能
を持つAndroid 端末のみ使用可能です。

　最新の情報は右のQRコードから簡単にアクセスできます。
※対応OSを搭載したスマートフォン /タブレットでも、ご利用の機種
によっては使用できない場合や、機能が制限される場合がございます。
右のQRコードから対応状況を確認してください。

初期設定をしましょう
Step 1 アプリをインストールしましょう

Step 2 DVDを電源と接続しましょう

Step 3 ワイヤレスでお手持ちのスマートフォンやタブレットと接続しましょう

□  Android 用 microUSBケーブル
(約 50cm)

インターフェース   USB2.0 High Speed
最大データ転送速度   480Mbps（USB2.0 接続 /理論値）
 対応メディア　   DVD/CD 
環境条件　動作時 温度  10℃～35℃
  相対湿度  20%～80%（但し、結露なき事）
 保管時 温度 -10℃～50℃
  相対湿度  10%～90%（但し、結露なき事）
 イジェクトボタン　  あり
 アクセス LED　  あり
設置方向    水平
外形寸法    136x 153x 25mm（本体のみ、突起部を除く）
質量    310g（本体のみ）
ディスクローディング方式  トレイ方式
 無線 LAN規格
 規格    IEEE802.11n/g/b
 周波数    2.4GHz 帯
 変調方式    DS-SS 方式、OFDM方式
 チャンネル   1-13ch
 セキュリティ   WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)
 アンテナ    内蔵アンテナ x 2
 適合規格    電波法　工事設計認証取得、RoHS指令準拠
    電安法（ACアダプタ）

本製品底面ラベルの下部に記載されている以下の情報を確認してください。

スマートフォン/タブレットのWi-Fi設定を変更します。

強制イジェクトは本製品に電源が入っていない状態で行ってください。

1. 「設定」をタップし、「Wi-Fi」
をタップします。

2. 「Wi-Fi」を「オン」にします。

3. 一覧から　　で確認したSSID を
タップします。

4. 　　で確認した暗号キーを入力し
「接続」をタップします。

iOS でご使用になる場合

SSID: logitecdvd-xxxxxx（ｘは任意の 6桁の英数字） 　　　

暗号キー : XXXXXXXXXXXX 大文字の英数字 12 文字

これでDVDドライブを使用する準備が
できました。
このあとは別紙の「アプリ活用ガイド」
を参照し、CDのリッピッングや再生、
DVDの再生をお楽しみください。

①アクセス LED
②イジェクトボタン
③強制イジェクトホール

④モード切り替えスイッチ

⑤WPSボタン
⑥RESETスイッチ
⑦USBポート（Mini-B)

⑧電源コネクタ

⑨WPSランプ
（オレンジ色）
⑩ワイヤレス LED（青色）

⑪POWER LED（緑色）

ディスクのアクセス時に緑色に点滅します。
ディスクトレイからメディアを取り出す際に使用します。
ディスクを強制的に排出する際に使用します。本製品の電源がOFFの状態でご
使用ください。使い方についてはこの後の「強制イジェクトホールを使用した取
り出しについて」をご参照ください。
本製品の接続モードを切り替える際に使用します。「Logitec Wireless DVD Player」
を使用する場合はAPモード、「Logitec CD Ripper」「ELECOM Hi-Res Music 
Player」を使用する場合はCLIENTモードにそれぞれ切り替えてください。
本製品をWPS機能搭載のルーターとワイヤレス接続する際に使用します。
5秒間の長押しで全ての設定を工場出荷時の設定に戻します。
付属のAndroid 用 microUSBケーブルを使用しAndroid 端末と直接接続する際
に使用します。
付属のUSB-DC Jack ケーブルのプラグを接続し、モバイルバッテリーや
USB-ACアダプタを使用して電源供給を受けます。
本製品背面のモード切り替えスイッチをCLIENTに設定し、WPSボタンを長押し
するとオレンジ色に点滅し、ルーターとの接続が確立されると点灯します。
点灯時：ワイヤレスで利用可能な状態です。
点滅時：データ転送中または準備中です。
本製品の電源がONになると点灯します。

イジェクトボタン

iOS でご使用になる場合
① App Store に移動します。
②ストア内で次の３つのアプリをそれぞれ検索してください。
　・Logitec CD Ripper
　・Logitec Wireless DVD Player
　・ELECOM Hi-Res Music Player

③画面の指示にしたがいインストールしてください。

Android でご使用になる場合
① Google Play ストアに移動します。
②ストア内で次の 2つのアプリをそれぞれ検索してください。
　・Logitec CD Ripper
　・Logitec Wireless DVD Player

③画面の指示にしたがいインストールしてください。
※本製品でお使い頂けるDVD再生アプリは「Logitec Wireless DVD Player」です。
　Logitec DVD Player（LDR-PMH8U2Pシリーズ専用アプリ）とお間違えのないようご注意
ください。

①付属のUSB-ACアダプタ
にUSB Jack ケーブルを接
続します。

③POWER LEDが緑色に点灯し、ワイヤレス接続の準備が整うとワイヤレス 
LEDが青色に点灯します。

②ACアダプタのプラグをコンセントに接続し、USB DC Jack ケーブルの電
源コネクタを本製品に接続します。

天面部

モバイルバッテリーに接続する場合
　２A以上の出力を持つモバイルバッテリー (別売 )を使用すれば、
付属のUSB-DC Jack ケーブルを使用してコンセントがない場
所でも、本製品をご使用いただけます。

※モバイルバッテリー（別売）の推奨製品は、「対応OS」内に
あるリンク（QRコード）先に表記されております。推奨製品
以外のモバイルバッテリーでは動作保証いたしかねます。
※モバイルバッテリーは満充電の状態でご利用ください。バッテ
リーが低下している場合、作業が中断することがあります。

※ラベルにはSSID、暗号キーの他に、シリアル番号 (S/N) やMACアドレ
ス (MAC) が記載されています。

本製品との接続が確立したら、使用
するアプリによってモード切り替え
スイッチを次のように切り替えてく
ださい。

　「Logitec Wireless DVD Player」
　→AP モード

「Logitec CD Ripper」
「ELECOM Hi-Res Music Player」(iOS のみ）
→CLIENT モード

※Wi-Fi ドライブがルーターなどの外部ネットワークに接続
されている場合には伝送性能が低下する場合があります。

CD録音
○

     X※1
-
-
-
-
-

CD作成
X

     ○※2
-
-
-
-
-

● 暗号キーの入力は、ラベルの記
載をよく確認のうえ、正しく入
力してください。

スマホ・タブレットはDVDドライブ経由
でルーターに接続されます。

DVDドライブの電源をオフにした場合や、
DVDドライブのWi-Fi の圏外に出た場合には、
Wi-Fi 接続が切断されますのでご注意ください。
（自動で再接続はされません。）

ルーター

本製品

スマホ・タブレット

Wi-Fi 接続

Wi-Fi 接続

対応 OS

※ご利用の機種やOSのバージョンによって、操作が異なることがあります。スマートフォン /タブレットの操作についての
詳細は、お使いの機器に付属の取扱説明書を参照してください。

また、お使いのスマートフォン /タブレット
によってはWi-Fi 接続中に携帯電話回線が使
用できない場合がございます。

DVDドライブ本体を利用する際には、
毎回Wi-Fi 接続を行ってください。

Android でご使用になる場合
1. メニューから「設定」を
タップし、「無線とネット
ワーク」をタップします。

2. 「Wi-Fi」をタップ
してONにします。

3.「Wi-Fi 設定」をタップ
します。

4. 「Wi-Fi」ネットワークから　　で
確認したSSID をタップします。

5. 　　で確認した暗号キーを入力し
「接続」をタップします。

logitecdvd-xxxxxx

logitecdvd-xxxxxx

● 暗号キーの入力は、ラベルの記
載をよく確認のうえ、正しく入
力してください。

※iPad をお使いの場合などにApp Store で「iPad のみ」の条件でアプリを検索すると、
ELECOM Hi-Res Music Player が表示されません。検索条件を「iPhone のみ」に設定して
検索してください。



・万一、盗難などにより記録したCD・DVDディスク内にあるお客様の個人情報が流失した場合、弊社は一切の責任を負い
かねます。大切なデータを管理するため、盗難防止等、必要な処置を講じておくようお願いいたします。

・CD・DVDディスクは消耗品です。不適切な使用や電気的ノイズ・静電気による障害、強い衝撃、落雷などの天変地災等
により故障する場合があります。重要なデータは万一に備えて必ず他のディスクへバックアップをとっておくようお願い
いたします。

・不適切な使用や故障の結果生じたデータの直接的または間接的な損害については弊社では一切の保証をいたしません。
・データの消失については、いかなる運用形態にかかわらず、弊社では一切その責任を負いません。

本書の著作権は、ロジテックINAソリューションズ株式会社が所有しています。
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、ロジテックテクニカルサポートまでご連絡
願います。
iPad、iPhone、はApple Inc.の商標です。
iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
Android はGoogle Inc. の商標または登録商標です。
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。
実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
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。

取り扱い上のご注意　‒はじめにお読みください‒ 修理受付窓口のご案内

■修理受付窓口（修理品送付先）

〒396-0111　長野県伊那市美すず 8268-1000
エレコムグループ修理センター（3 番窓口）
 　TEL. 0265-74-1423　FAX. 0265-74-1403
  受付時間 ：9：00 ～12：00、13：00 ～17：00
  営業日 ：月曜日～金曜日（祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く）
 ※ 弊社Web サイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。
  修理依頼書のダウンロードも可能です。
 
 
 ※ 上記電話番号では、修理依頼品や各種サービス * などに関するお問い合わせ
  以外は承っておりません。製品に関する技術的なお問い合わせや修理が
  必要かどうかについてのお問い合わせは、弊社テクニカルサポートに
  お願いいたします。
  * オンサイト保守サービス、ピックアップサービスなどのサービスを指します。
   これらのサービスは対象製品が限定されています。
   また、有償の場合や対象期間内無償の場合など、内容は異なります。
   詳しくは弊社Web サイトをご参照ください。

■修理ご依頼時の注意事項
・ お送りいただく際の送料および、梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担になります。
・ 購入年月の確認できる保証書、またはレシート、保証書シールなど、ご購入日が確認できるものを
修理依頼品に添付してください。

・ 必ず、「お客様のご連絡先（ご住所／電話番号）」「故障の状態」を書面にて添付してください。
・ 保証期間経過後の修理については、お見積もりの必要の有無、または修理限度額および連絡先を
明示のうえ、修理依頼品に添付してください。

・ ご送付の際は、緩衝材に包んでダンボール箱 ( 本製品の梱包箱、梱包材を推奨します ) 等に入れて、
お送りください。

・ お送りいただく際の送付状控えは、大切に保管願います。

※本製品のシリアル番号を控えてください※

※ご購入年月日が確認できるレシート、領収証を大切に保管してください。

□LDR-PS8WU2Vシリーズ

サポートサービスについて

お問い合わせの前に…
◆ 本セットアップガイドを見て、接続の状態・注意事項をもう一度ご確認ください。
　 
◆  弊社Web サイト（http://www.logitec.co.jp/）では、最新のサポート情報を
　 公開しています。お問い合わせの前にご確認ください。

■個人情報の取り扱いについて
 修理依頼、製品に関するお問い合わせなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、
 修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上、
 アンケート調査等、これらの目的のために関連会社または業務提携先に提供する場合、
 司法機関、行政機関から法的義務を伴う開示請求を受けた場合を除き、お客様の
 同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って
 管理いたしますのでご安心ください。

※ 問題が解決しない場合は、ロジテックテクニカルサポートまでお問い合わせください。

弊社ホームページでも付属ソフトウェアの使用方法をご紹介しています。パソコンからは「え
れさぽ」を入力し、検索してください。
また、スマホ・タブレットからは下のQRコードから最新のサポート情報がご確認いただけます。

サポートサイトについて

2016年  2月 第二版
2016 Logitec INA Solutions Co.,Ltd. All rights reserved.

ワイヤレスDVDドライブ　セットアップガイド①
本製品に関するお問い合わせ
　TEL: 0570-022-022(ナビダイヤル)
　　　受付時間　:10:00～19:00
　　　営業日　:月曜日～土曜日(祝日営業)　(夏季、年末年始特別営業日を除く)

■修理について
● 修理依頼品については、下記に示す弊社修理受付窓口にお送りいただくか、お求めいただいた
販売店にご相談ください。

● 保証期間中の修理につきましては、保証規定に従い修理いたします。
● 保証期間終了後の修理につきましては、有料となります。ただし、製品終息後の経過期間によっ
ては、部品などの問題から修理できない場合がありますのであらかじめご了承ください。

※送付いただく際は、紛失を防ぐため受渡しが確認できる方法（宅配便等）を
ご利用ください。

無線 LAN接続時のセキュリティに関するご注意
（お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項です。）

　本製品と iOS/Android 端末とは有線接続でつなぐ代わりに無線電波を利用して直接情報のやり取りを行
うため、電波の届く範囲であれば自由に接続が可能であるという利点があります。その反面、電波はある
範囲内であれば障害物（壁等）を超えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行ってい
ない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

●通信内容を盗み見る
悪意がある第三者が、電波を故意に傍受し、
○iOS/Android 端末と本製品間で通信しているデータ内容を盗み見る。
●不正に侵入される
　悪意がある第三者が無断で本製品を接続した iOS/Android 端末へアクセスし、
○共有フォルダ内の個人情報を取り出す（情報漏洩）
等の行為を行われてしまう可能性があります。

本製品はこれらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますが、設定や運用方法によっ
て上記に示した様な問題が発生する可能性があります。
従って、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、本製品をご使用の前に、必ずセキュ
リティに関する全ての設定をマニュアルに従って行ってください。
なお、本製品の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られる事もありますので、ご理解の上ご
使用ください。
セキュリティ設定などについては、お客様ご自身で対処できない場合は、ロジテックテクニカルサポート
センターまでお問い合わせください。
当社ではお客様がセキュリティに関する設定を行わないで使用した場合の問題を充分に理解した上で、お
客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお勧めします。

※セキュリティの設定を行わず、または本製品の仕様上やむを得ない事情によりセキュリティ問題が発生
してしまった場合、弊社では、これによって生じた一切の責任を負いかねます。

電波に関する注意事項

本製品は、スマートフォン、タブレットなどとUSB接続による使用が可能ですが、接続先の機器により設定方法
や注意事項が異なります。ご使用の際は、これらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。

□ USB接続ケーブル、ACアダプタ、USB-DC Jackケーブルを差しこむとき、または抜くときは必ずコネクタを持って
行ってください。無理にケーブルを引っ張るとケーブル内の導線類の一部が断線してその部分が過熱し、火災の
原因になります。

□ 休暇や旅行などで長時間ご使用にならない時は、USB接続ケーブル、ACアダプタを取り外してください。AC
アダプタは使用していないときにも通電しているため、万一、部品損壊時には火災の原因になります。

□ USB接続ケーブル、ACアダプタを抜き差しするときは、乾いた手で行ってください。濡れた手で行うと感
電の原因になります。

USB接続ケーブルやACアダプタ、USB-DC Jackケーブルは破損しないように十分ご注意ください。
コード部分を持って抜き差ししたり、コードの上に物を乗せると、被覆が破れて感電や火災の原因となります。

USB接続ケーブルやACアダプタ、USB-DC Jackケーブルを傷つけないでください。

●  USB接続ケーブル、ACアダプタ、USB-DC Jackケーブルの抜き差しには注意してください。

● 高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。屋外での使用
は禁止します。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露が生じ、誤作動する場合があります。

本体から異臭や煙が出た時は、ただちにUSB接続ケーブル、ACアダプタ等を抜いて、ロジテックテ
クニカルサポートセンターにご相談ください。

コネクタの差し込み口などから、金属類や燃えやすいものなどを入れないでください。そのまま使
用すると感電や火災の原因になります。万一、異物が入った場合は、ただちにUSB接続ケーブルや
ACアダプタを抜き、ロジテックテクニカルサポートセンターにご相談ください。

ACアダプタを使用する場合は、必ずAC100Vのコンセントに接続してください。

● 電源プラグの接触不良やトラッキング。
ACアダプタを使用時は次のようにしないと、トラッキングの発生や接触不良で過熱し、火災の原因にな
ります。
□ コード類は根元までしっかり差し込んでください。
□ コード類はほこりや水滴が付着していないことを確認し、差し込んでください。付着している場合は乾
いた布などで拭き取り差し込んでください。

電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因になります。
ACアダプタを接続する時は、USBケーブルを取り外し本体の電源を切ってください。

ぐらついた台の上や傾いた所、振動、衝撃のある所に置くと、落下や転倒等からケガの原因になります。
不安定な場所に置かないでください。

感電や火災、故障の原因となります。
付属のACアダプタ以外使用しないでください。

本製品に異常が発生した場合、ただちに電源プラグが抜けるようにしてください。
電源プラグは抜き差ししやすいコンセントに差し込んでください。

この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性がある
項目です。

この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的
損害を負う危険性がある項目です。

本製品を濡れた手で触ると、感電や火災、故障の原因となります。

本製品はレーザー光線を使用して、メディアの読み込みを行います。
この光線が直接目にあたると、視力障害を起こす恐れがありますので、本製品の起動中に内部をのぞいたり、
分解した状態で電源を入れたりしないでください。

マニュキュア、ペディキュアや除光液などの揮発性液体は、装置の近くで使わないでください。装置の中に
入って発火すると火災の原因になります。

● 本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用や保管は
避けてください。

本製品の稼働中にACアダプタやUSB接続ケーブル、USB-DC Jackケーブルを抜かないでください。データの損失
や故障の原因になります。

USB接続ケーブル、ACアダプタのコード、USB-DC Jackケーブルは、必ず伸ばした状態で使用してください。
束ねた状態で使用すると過熱し、火災の原因となります。

 USB接続ケーブル、ACアダプタのコード、USB-DC Jackケーブルは足などをひっかけないように配線し
てください。足をひっかけるとけがや接続機器の故障の原因になります。また、大切なデータが失われ
るおそれがあります。ケーブルの上に重量物を載せないでください。また、熱器具のそばに配線しないでく
ださい。ケーブル皮膜が破れ、接続機器などの故障の原因になります。

ACアダプタを使用の場合は、なるべくコンセントに直接接続してください。
タコ足配線や何本も延長したテーブルタップの使用は火災の原因となります。

本製品を使用しない場合は、USB接続ケーブル、ACアダプタを抜いておいてください。

湿気や砂ぼこりの多いところ、湯気や油煙のあたるところでは、使用しないでください。
感電の原因になります。

熱源の近くでは使用しないでください。
火災や故障の原因となります。

再生中に振動を与えないでください。
機器やディスクの故障の原因になります。

レンズに触らないでください。
故障の原因になります。

ディスクトレイに手を挟まれないよう注意してください。
ケガの原因になります。とくに小さいお子様にはご注意ください。

結露した状態で使わないでください。
寒いところから暖かいところに持ち込むと水滴が付着し、誤動作、故障の原因となります。

■設置時のご注意
○本製品およびケーブル類の接続端子部分には触れないでください (故障の原因になります )。

■移動・輸送時のご注意
○本製品を移動する時は、ディスクを取り出し、必ず本製品に接続されているすべてのケーブル類を取り外
しておいてください。

　トレイを閉じておくことも忘れないでください。
○本製品を移動や輸送するときは、落としたり、ぶつけたりしないでください。

■レンズ・ディスクのお手入れ　-本製品の電源を切って行ってください -
○長時間使用すると、本製品のレンズ、ディスクにほこりが付着して、正常に読み書きができなくなる恐れ
があります。

　使用環境や使用回数によって異なりますが、市販のレンズクリーナーやディスククリーナーなどを用いて、
約１年に一度お手入れすることをお勧めします。

■本機表面のお手入れ　-本製品の電源を切って行ってください -
○汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください。
○汚れがひどいときは、薄めた台所用洗剤 (中性 ) を布に浸し、よく絞ってからふいてください。
○化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。
○ベンジンやシンナーなどの溶剤を使わないでください。

■トレイ部のお手入れ　-本製品の電源を切って行ってください -
○トレイ部の汚れがひどいときには、ディスクのクリーニングとあわせて、トレイ部を清掃してください。
○化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。

■使用するときは
○トレイは出したまま放置しないでください。内部にほこりが入り、故障の原因となります。
○トレイ部分には本製品で使用可能なメディア以外はセットしないでください。
○本製品に磁石などの磁気を持つものを近づけないでください (磁気の影響で、動作が不安定になることが
あります )。

○本製品が結露した状態で使用しないでください。
　寒い場所から暖かい場所へ急に持ち込むと、水滴が付着 (結露 ) し、誤動作、故障の原因になります。
○揮発性の殺虫剤などがかからないようにしてください (外装ケースの変形や、塗装がはげる原因になりま
す )。

○隣接しているテレビやラジオに雑音が入るときは 2m以上離すか、コンセントを別にしてください。

ディスクを入れたまま機器を動かしたり、傾けたり、たてて使わないでください。
機器やディスクの故障の原因になります。

ディスクトレイの前に物を置かないでください。
トレイの前に熱湯を入れたカップなどを置くと、トレイが開いたときに落ちてけが、やけどの原因になります。

● 映像や音楽作品は著作権法の保護を受けています。
　 本製品のご使用にあたっては、著作権法で定められた範囲を逸脱しないようにしてください。
　 本製品で再生するした映像や音楽作品は、個人的な環境で私的使用する場合以外、著作権利者本人の許諾無
く使用することは、著作権法で固く禁じられています。違法なコピーは絶対に行わないでください。

この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的
損害を負う危険性がある項目です。
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「サポート /修理受付窓口、保証規定のご案内」

本製品はクラス1レーザー製品です。レーザー光線による視力障害の原因となることがありま
すので、絶対に本製品を分解したり、修理、改造しないでください。

■電波に関する注意事項
この機器の仕様周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン
等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免
許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマ
チュア無線局が運用されていないことを確認してください。

2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合
には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、弊社 テクニカルサポート
までご連絡いただき、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）について
ご相談してください。

3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有
害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは弊社テクニカルサポー
トまでお問い合わせください。

使用周波数帯域 :　2.4GHz
変調方式  :　DS-SS 方式、OFDM方式
想定干渉距離 :　約 40m（障害物のない場合）
周波数変更の可否 :　全体域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避可能


