
ソフトウェア活用ガイド
Roxio MyDVDの使い方
①デスクトップに作成された、「Roxio MyDVD」のショートカッ
トアイコンをダブルクリックします。

※ソフトウェアの使用方法については各ソフトウェアの「ヘルプ」をご参照にな
るか、ロジテック テクニカルサポートへお問い合わせください。お問い合わせ
先は別紙「セットアップガイド」裏面に記載しています。

　また、体験版についてはソフトウェアの製造元にお問い合わせ願います。
※ソフトウェアは全て弊社Webサイトからダウンロードする必要がありま
す。インストールの際はあらかじめダウンロードを完了しておいてくださ
い。

※ソフトウェアの機能・画面・仕様は予告なく変更する場合があります。
※表示される項目は実際と違う場合があります。
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①はじめに以下のURLから インストールファイル をダウンロードしてください。

　URL：http://dl.logitec.co.jp/software.php?pn=LST-D-473

Corel® WinDVD™/Roxio MyDVD のインストール

①本製品に再生を行うBD/DVDビデオをセットし、
デスクトップに作成された、「Corel WinDVD」の
ショートカットアイコンをダブルクリックします。

②ソフトウェアが起動し、自動的にビデオの再生が始まります。プレーヤー内の
機能は以下の通りです。

※パソコン側で自動再生をONにしている場合はディスクをセットしただけで自動的
に再生が始まります。

※リージョン（地域）の設定が異なっている場合、「設定」ボタンから「リージョン（地
域）タブを選択して再設定してください。

ディスクの選択

再生コントロール
サウンドやカラー等
の詳細設定

メディア情報 ディスクの取り出し

音量調整

全画面ON/OFF

設定 Corel ガイド、
ヘルプの参照

再生ビデオの
情報

Corel® WinDVD® の使い方

裏面もお読みください

※タイトルによっては、ディスクを読み込んだ際に、
　「このタイトルはマウス操作に対応していない可能性があります。キーボードを
ご使用下さい。」

　というメッセージがでる場合があります。Spaceキーを押すと再生/一時停止が、
Shift キー＋PageUp キー /PageDown キーで音量の調整ができます。

　詳しくはCorel WinDVD「ヘルプ」内のキーボードショートカットをご参照く
ださい。

ダブルクリック

※画面はWindows 10 です。OSによりアイ
コン／画面が異なる場合があります。

②ダウンロードした「WinDVD_MyDVD_xxxxxxxx.EXE」ファイ
ルを解凍し、解凍したフォルダ内の「setup.exe」アイコンをダ
ブルクリックします。

※「ユーザーアカウント制御」の画面が
表示された場合、「はい」をクリック
してください。

③使用言語の選択画面が表示されます。「日本語」を選択して「OK」をクリックして
ください。

④セットアップウィザードが起動します。
　「次へ」をクリックしてください。

クリック

⑤使用許諾契約の画面が表示されます。内容をご確認の上「この使用許諾契約の条件
に同意します」を選択し、「次へ」をクリックします。

②起動時は必ず新規プロジェクトの開始ウィンドウが表
示されます。

　プロジェクトのタイプを書き込みを行うメディアに応
じて「DVD」「AVCHD」「Blu-ray」からお選びください。

※すでに編集中のプロジェクトがある場合は、「既
存のプロジェクトを開く」または「最新のプロ
ジェクトを開く」からプロジェクトファイルを
呼び出すことができます。

①起動とプロジェクトタイプの選択

Magic モードではメディアブラウザー パネルからタイムラインに動画を追加
するだけで自動的に目次付きのBD/DVD/AVCHDビデオを作成することが
できます。このモードで実行可能な主な機能は次の通りです。

詳細モードでは複数のタイトルやサブメニューを作成したり、テンプレート
に使用しているテーマのレイアウトを調整することができます。このモード
で実行可能な主な機能は次の通りです。

　Corel WinDVDと Roxio MyDVD は一つのインストーラーから同時にイン
ストールされます。手順については以下をご参照ください。

②Magic モード

③詳細モード

書き込みボタンをクリックすると、進行状況が表示され終了すると以下の画面が表示されます。
「終了」をクリックするとディスクが排出されます。

作成するビデオのタイトルを入力します。
ご使用のパソコン内のディレクトリを移動し、下の部分
にインポート可能なビデオを表示させることができます。
表示されているムービーを「④タイムライン」にドラッ
グ&ドロップすることでプロジェクトに追加します。
プロジェクトのテーマをテンプレートから選択します。
このテーマは書き込んだ後に別のデバイスで再生する際、
はじめに表示される画面となります。
メディアブラウザパネルからムービーをドラッグ&ド
ロップします。タイムライン内で追加したムービーの順
番を変更することもできます。
プロジェクトを詳細モードでの編集に切り替えます。
作成中のプロジェクトをプレビューします。
現在のプロジェクトのサイズがリアルタイムで反映され
ます。また書き込みを行うメディアタイプに応じて最大
容量を設定可能です。
編集中のプロジェクトを iso 形式で保存します。
プロジェクトをメディアに書き込みます。

①タイトル欄
②メディアブラウザー パネル

③テーマ

④タイムライン

⑤詳細モード切り替えボタン
⑥プレビューボタン
⑦プロジェクトサイズ バー

⑧プロジェクトを iso で保存ボタン
⑨書き込みボタン

書き込みボタンをクリックすると、進行状況が表示され終了すると以下の画面が表示されます。
「終了」をクリックするとディスクが排出されます。

①メディア プラウザー ウィンドウ

②タイトル欄
③ツリー ビュー
④メニュー ボタン

⑤Magic モード切り替えボタン

⑥プレビューボタン
⑦メニューの編集ボタン
⑧プロジェクト サイズ バー

⑨プロジェクトを iso で保存ボタン
⑩書き込みボタン

上部にある「テーマ」タブと「メディアブラウザー パ
ネル 」タブを切り替えてテーマやビデオを右側のツリー 
ビューに適用します。
作成するビデオのタイトルを入力します。
プロジェクトの構成がツリー形式で確認・編集できます。
使用されているビデオやテーマの下にタイトルやサブメ
ニュー、チャプタを追加することができます。
現在のプロジェクトを保存し、新規プロジェクトを
Magic モードで開きます。
作成中のプロジェクトをプレビューします。
選択されているテーマのレイアウトを編集します。
現在のプロジェクトのサイズがリアルタイムで反映され
ます。また書き込みを行うメディアタイプに応じて最大
容量を設定可能です。
編集中のプロジェクトを iso 形式で保存します。
プロジェクトをメディアに書き込みます。

③ディスクタイプを選択すると、プロジェクト
の名称と、プロジェクトの保存先を決定する
ウィンドウが表示されます。

　名称と場所を設定し、「OK」をクリックする
と編集ウィンドウが開きます。編集ウィンド
ウの使用方法は次の「Magic モード」「詳細
モード」をご参照ください。

1. 設定

2. クリック

1. チェック

2. クリック

⑥プロダクトキー（シリアル番号）の入力
画面が表示されます。

　シリアル番号を入力し、「次へ」をクリッ
クしてください。

※1 個人でご購入の場合、所属は空欄のままで構いません。
※2 シリアル番号は別紙セットアップガイドに記載されています。半角英数字で
正確に入力してください。

1. 入力

2. クリック

⑦インストール先の指定画面が表示されま
す。「次へ」をクリックしてください。

クリック

⑧インストールの準備が完了すると右の画
面が表示されます。「インストール」を
クリックしてください。

クリック

⑨インストールが実行され、終了すると
右の画面が表示されます。「完了」をク
リックしてください。

クリック

⑩インストール完了後、デスクトップに「Corel WinDVD」と「Roxio MyDVD」
のショートカットアイコンが登録されます。

　以上でインストールは完了です。
※ファイル名の xxxxxxxx の部分には8桁
の数字が記載されています。
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サポートサイトについて
弊社ホームページでも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。

補足説明
ソフトウェア使用上の注意
・ 市販されているBD/DVDビデオタイトルを書き込む事はできません。
・ ディスクにラベルを貼付しないでください。ディスク回転のバランスが悪くな

り、読み込み /書き込み時のトラブルの原因となることがあります。

体験版ソフトウェアについて
　本製品をお求め頂いたお客様は、コーレル社製の以下のソフトウェアの体験版をダ
ウンロードする事ができます。是非ご活用ください。

AfterShot™ Pro
RAW画像をサポートした高速現像ソフトウェアです。自在に写真を管理し、非破
壊編集ツールにより、繰り返し試行しながら自由に画像を修整できます。

ダウンロードURL: http://dl.logitec.co.jp/software.php?pn=LST-D-478
※インストールの際、「製品版」と「トライアル版」を選択する画面が表示されます。
　「トライアル版」を選択してください。
PaintShop® Pro
わかりやすいツールで写真をより美しく編集する事ができるソフトウェアです。画
像の切り抜きや塗りつぶしなどの効果を自在に扱う事ができます。
ダウンロード URL: http://dl.logitec.co.jp/software.php?pn=LST-D-479

VideoStudio®
映像や音声に複雑な処理を加え多層的にクリップや効果を加えたビデオを作成する
事ができるビデオ編集ソフトウェアです。
ダウンロードURL: http://dl.logitec.co.jp/software.php?pn=LST-D-480
※インストールの際、「製品版」と「トライアル版」を選択する画面が表示されます。
　「トライアル版」を選択してください。

※体験版ソフトウェアのお問い合わせはコーレル社へお願いします。
お問い合わせ先名称：コーレル・サポートセンター
インターネットアドレス：http://www.corel.com/ja/free-support/
※インターネットでのお問い合わせには、製品登録が必要です。
※お問い合わせ時間などの詳細は別紙セットアップガイド裏面をご参照ください。

※体験版は30日限定となっており、30日を経過した後の使用は製品の購入が必
要なります。

Roxio Secure Burn のインストール

※画面はWindows 10 です。OSにより
アイコン／画面が異なる場合があります。

①はじめに以下のURLから Secure Burn をダウンロードしてください。

　URL：http://dl.logitec.co.jp/software.php?pn=LST-D-474
②ダウンロードした「SecureBurn_xxxxxxxx.EXE」ファイ
ルを解凍し、解凍したフォルダ内の「setup.exe」アイコ
ンをダブルクリックします。

※「ユーザーアカウント制御」の画面が
表示された場合、「はい」をクリック
してください。

ダブルクリック

③セットアップウィザードが起動します。
　「次へ」をクリックしてください。

クリック

④使用許諾契約の画面が表示されま
す。内容をご確認の上「この使用
許諾契約の条件に同意します」を
選択し、「次へ」をクリックします。

1. チェック

2. クリック

⑤プロダクトキー（シリアル番号）の入力
画面が表示されます。

　シリアル番号を入力し、「次へ」をクリッ
クしてください。

※1 個人でご購入の場合、所属は空欄のままで構いません。
※2 シリアル番号は別紙セットアップガイドに記載されています。半角英数字で
正確に入力してください。

1. 入力

2. クリック

⑦インストールの準備が完了すると右の画
面が表示されます。「インストール」を
クリックしてください。

クリック

⑧インストールが実行され、終了すると
右の画面が表示されます。「完了」をク
リックしてください。

⑨インストール完了後、デスクトップにRoxio Secure Burn
のショートカットアイコンが登録されます。

　以上でインストールは完了です。

クリック

Roxio Secure Burn の使い方

①ディスクへデータを書き込む

　Roxio Secure Burn は簡単な操作でBD/DVD/CDディスクに高
度なセキュリティ機能を追加してパソコン内のデータを書き込んだ
りイメージディスクを 作成することができるユーティリティソフト
ウェアです。
　ここでは、データの書き込みや他のパソコンでのセキュリティ
ディスクの開き方など便利な機能の一部をご紹介します。詳細な機
能・使用方法についてはRoxio Secure Burn のヘルプファイルを
ご参照ください。

①はじめに本製品へ書き込み可能なBD/DVD/CD ディスクをセットしてください。
Roxio Secure Burn が自動的に起動し、デスクトップ アイコンが画面に表示さ
れます。

※ファイルやフォルダは複数同時にドラッグ&ドロップすることができます。

②ディスクイメージの作成

③ディスクイメージの書き込み

④暗号化されたディスクを他のパソコンで開く

①はじめに本製品へディスクイメージ元となるディスクをセットしてください。

③「名前を付けて保存」のダイアログが表示されます。ファイル名と保存場所を指定し、
「保存」をクリックしてください。

※コピープロテクトされたディスクのイメージは作成できません。

③ 書き込みを行いたいファイル（.iso) を
選択し「開く」をクリックしてください。

② 書き込みたいファイルや
フォルダをこのアイコンに
ドラッグ&ドロップしてく
ださい。

ドラッグ&ドロップ

③ ナビゲーションウィンドウが表示され書き込みファイルがリスト表示されます。
　更にファイルやフォルダを追加したい場合はウィンドウにドラッグ&ドロップす
ることができます。

　また、左上のメニューバーからファイル /フォルダの追加 /削除操作も可能です。
　書き込み準備ができたら右下の「書き込み」ボタンをクリックします。

ファイルやフォルダの
追加や削除

追加したいファイルやフォルダを
ドラッグ&ドロップ

ディスクへ書き込み

※ナビゲーションウィンドウを閉じてもデスクトップアイコンに再度ドラッグ&
ドロップすることでファイルやフォルダの追加を、右側の書き込みボタンをク
リックすることでメディアへの書き込みが可能です。

データを追加したい場合は
ここにドラッグ&ドロップ

書き込む場合は
ここをクリック

※ 暗号化を有効にしている場合は、パスワード設定ウィンドウが表示されます。
「この暗号にパスワードを設定」または「グループを作成してマスターパスワー
ドを設定」いずれかにパスワードを入力し、「ディスクの書き込み」をクリッ
クしてください。

※ パスワードは最低 8文字以上、半角英字の大文字と小文字および数字と記号を組み合わせた
ものである必要があります。

⑤ 書き込みが実行されます。書き込み中はデスクトップアイコンに進行状況が表
示され、完了すると以下のウィンドウが表示されます。「完了」をクリックして
終了するか「別のディスクを作成」をクリックして新しいメディアに書き込みを
行います。

クリック

②Roxio Secure Burn が自動的に起動し、デスク
トップ アイコンが画面に表示されます。デスク
トップアイコン右下のメニューボタン（▼）をク
リックしてから「ディスクイメージの作成」をク
リックしてください。

クリック

④イメージの作成が行われ、完了すると以下のウィンドウが表示されます。「OK」を
クリックしてください。

クリック

①はじめに本製品へ書き込み可能なBD/DVD/CD ディスクをセットしてください。

②Roxio Secure Burn が自動的に起動し、デスク
トップ アイコンが画面に表示されます。デスク
トップアイコン右下のメニューボタン（▼）をク
リックしてから「ディスクイメージの追加」をク
リックしてください。

④ デスクトップアイコン右側の書き込みボタンをク
リックしてください。

クリック

クリック

⑤ イメージの書き込みが実行されます。書き込み中はデスクトップアイコンに進
行状況が表示され、完了すると以下のウィンドウが表示されます。「完了」をクリッ
クして終了するか「別のコピーを作成」をクリックして新しいメディアに書き込
みを行います。

クリック

1. ファイルを選択

2. クリック

①暗号化されたディスクをドライブにセットし
て「エクスプローラー」から「PC」を選択し、
Roxio Secure Burn のアイコンがセットされ
たドライブをダブルクリックしてください。

②パスワードの入力画面が表示されます。ディ
スクにセットされているパスワードを入力
し、「OK」をクリックしてください。

③ディスクに保存されているファイルが表示され、ファイルを開いたりコピーする
ことができるようになります。

※Roxio Secure Burn で暗号化されたディスクはMac OS 環境では開けません。ご注意ください。

⑤デスクトップアイコンについて

※パソコンにRoxio Secure Burn がインストールされていない場合、ド
ライブ内のファイルが一覧表示されます。その中の「Roxio Burn」フォ
ルダの中の「Roxio Burn Reader（.exe）」をダブルクリックしてください。

　Roxio Secure Burn のデスクトップ アイコンからは、ディスクへのデータの追
加や書き込み、消去や再生など様々な機能が簡単な操作で実行可能です。

このマークはセットされ
たディスクが暗号化され
ていることを表します。

このボタンをクリッ
クするとデータの書
き込みが始まります。

このボタンをクリックする
とオプションパネルが開き
ます。
オプションパネルからはド
ライブの設定や暗号化設定
などを変更可能です。

このメニューからはディスクイメージの作成やディスクの消去、追加ファイルの書き
込みやリストの編集、ヘルプファイルへのアクセスなど様々なことが実行可能です。
それぞれの機能に対応したディスクがセットされている必要があります。

1. 入力

2. クリック

⑥インストール先の指定画面が表示されま
す。「次へ」をクリックしてください。

クリック

※ 暗号化の有効と無効（デフォルト）は詳細設定の歯車のアイコンをクリックして、オプショ
ンパネルから設定可能です。

　オプションパネルへのアクセスは「⑤デスクトップアイコンについて」をご参照ください。

※ファイル名の xxxxxxxx の部分には8桁
の数字が記載されています。


