LBD-PVE6U3CMSV シリーズ ̲SG V01

Type-C対応 Mac用ポータブルBDドライブ
Thunderbolt3/4、USB Type-C/Aポートを持つ、
インテルCPUおよびApple Silicon
を搭載したMac、
Windowsパソコン

LBD-PVE6U3CMSV シリーズ
このたびは、ロジテックのUSB Type-C対応ポータブル ブルーレイドライブをお買い
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
順と基本操作について説明しています。別紙の「はじめにお読みください」
と併せて事
前によくお読みください。

macOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、
macOS Catalina（10.15）
、
macOS Mojave
（10.14）
Windows 11 / 10 / 8.1

USB microB−TypeA
ケーブル（約 50cm）
※macOS Big Sur 11 での

USB microB−TypeC
ケーブル（約 50cm）

USB Type-Cポートを持つMacには、付属のUSB microB-TypeCケーブルを、
USB Type-Aポートを持つMacには、
付属のUSB microB-TypeAケーブルを

Toast20

USB microB コネクタ
付属のUSB microB−TypeAケーブルまたはUSB microB−TypeCケーブルで
パソコン本体のUSBポートと接続します。

USB3.2（Gen1）
/ USB3.1（Gen1）/ USB3.0

（幅 奥行 高）
※macOS Big Sur 11 での動作を参照しています。
AACS/CPRM
AACS/CPRM

※ディスクの回転が安全に停止してからディスクを取り外してください。

バスパワー

USB3.2 Gen1（USB3.0）に接続した場合です。

BD-R LTH

Toast20
Toast20

https://www.pro.logitec.co.jp

Toast20

< 制限事項 >
・ DVDレコーダーで録画したディスクの編集
（VR）／再生はできません。
・ DVDプレーヤーでブルーレイビデオの再生はできません。
・ DVDプレーヤーでCPRMで保護されたDVDビデオの再生はできません。

・ AC アダプタをご使用の際には、
電源コンセントに AC アダプタを接続した後、
本製品の電源コネクタへ繋いでください。
または、Mac と本製品を USB 接続する前に、AC アダプタを接続してくだ
さい。
・ 指定の AC アダプタ以外使用しないでください。
感電や火災、故障の原因と
なります。

手順

3

ソフトウェアのインストール

5. 登録画面が表示されます。
ユーザー情報（「姓」「名」「国や地域」「メールアドレス」）を入力し、
「次へ」をクリックします。

Toast 20 Titanium 起動画面

④変換
Toast 20
Titanium のヘルプ

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
ここではソフトウェア「Toast20 TITANIUM」のインストール方法につ
いてご説明します。
「 Toast20 TITANIUM」は本製品と共に使用して
BD/DVD/CDディスクへの書き込みや、簡易なオーサリングが可能で
す。ぜひご活用ください。
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ソフトウェアをダウンロードします

はじめに以下のURLからBD用編集 / 書き込みソフト
「Roxio Toast20
TITANIUM」
をダウンロードしてください。
URL：https://dl.logitec.co.jp/software.php?pn=LST-D-528
※ダウンロードには、インターネット接続環境が必要となります。
ダウンロードしたファイルは通常「Toast̲20̲xxxxxxxx.dmg
（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）」ファイルとして「ダウンロード」フォルダに保存
されます。

⑤キャプチャー

① お名前（姓、名）
を入力

ビデオや音声をキャプチャーできます。
・ビデオをキャプチャー：画面を録画／マルチカメラビデオ
・音声をキャプチャー：音声クリップを録音

②「Japan」
を選択
③ メールアドレスを
入力、確認のため
再入力

ソフトウェア「Toast20 TITANIUM」の使用方法については、
ソフト
ウェアの製造元へお問い合わせください。お問い合わせ先はこの面の
右側に記載しています。

④「次へ」
をクリック

※「機能拡張がブロックされました（Corel Inc. によって署名された新し
い機能拡張を読み込もうとしました。
）」が表示された場合、セキュリ
ティーとブライバシー環境設定を開き、ダウンロ ードしたアプリケー
ションの実行許可にて、開発元 “CorelInc.” を許可してください。
※「Toast 20 Installer が変更を加えようとしています。
」と表示された
場合は、ご使用の Mac の名前（ユーザー名）とパスワードを入力し、
「OK」をクリックします。

6. インストールが始まります。インストールが完了すると以下の画面が
表示されます。
「完了」をクリックします。

※ソフトウェア改良のため、実際にインストールされるバージョンとは異なる場
合があります。

⑥編集
やりたいことに応じて様々なソフトを使うことができるランチャーです。各
機能の詳しい利用方法については、ヘルプをご参照いただくか、
ソフトウェ
アの製造元へお問い合わせください。

各機能に対してピン留めを止めるとホーム画面に追加されます。
よく使用す
る機能を最大8つまで登録できます。
ビデオやデータ、音声、写真を書き込むことができます。
・ビデオを書き込む：
DVD／ブルーレイディスク／HDのDVD／VIDEO̲TS フォルダ／
VIDEO̲TSコンピレーション／BDMVフォルダ／AVCHDアーカイブ
・データを書き込む：
データディスク／DVD-ROM（UDF）
／ISO9660／暗号化ディスク
・音声を書き込む：オーディオCD／ミュージックDVD／MP3ディスク
・写真を書き込む：フォトディスク

補足説明
ソフトウェアを使用すると、AVCHD カメラやハイビジョンビデオを簡単にインポー
トし、PlayStation 5 や Blu-ray Disc プレーヤーで再生可能な高解像度 DVD や
Blu-ray ビデオディスクの作成や 100GB の大容量データの書き込みが可能です。

ソフトウェア使用上の注意

Mac専用ディスクやMacやWindowsで読み込めるディスクを作成できます。

〈操作例：データディスクを作成する〉

1. ダウンロ ードした「Toast̲20̲xxxxxxxx.dmg」
ファイルをダブルクリックします。

①
③
⑤
⑥
④

②
④「完了」
をクリック

※「“Toast 20 Installer” はインターネットからダウンロードされたアプ
リケーションです。開いてもよろしいですか？」というメッセージが表
示された場合、「開く」をクリックしてください。

3. インストーラーが起動し以下の画面が表示されます。
言語の選択：に「日本語」が選択されていることを確認し、シリアル
番号を入力して「次へ」をクリックします。
※インストール画面は実際と異なる場合があります。

ファイルを暗号化して、暗号化ディスクを作成できます。
・ファイルを暗号化：暗号化ディスクを作成

②書き込み

ソフトウェアをインストールします

2. Toast20 TITANIUM のインストーラーがデスク
トップにマウントされ Finder に表示されるので、
「Toast20 Installer」アイコンをダブルクリックし
ます。

ビデオやディスク、写真、音声を編集できます。
・ビデオを編集：ビデオクリップをトリム／マルチカメラ編集
・ディスクを整理：ディスクカタログ作成ソフト
・写真を編集：写真アート
・音声を編集：音声を補正

⑦保護

①ホーム

■「書き込み」
タブ：データを書き込む
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ディスクをデジタル形式に変換、ローカルファイルを画像／ビデオ／オーディ
オに変換できます。
・ディスクをデジタル形式に変換：
DVD ／ VIDEO̲TS フォルダ／オーディオブック
・ローカルファイルを変換：画像／ビデオ／オーディオ

以上でインストールは完了です。
⑦
⑤

ここではソフトウェア
「Toast20 TITANIUM」
の起動方法と機能について
簡単にご説明します。詳しい使い方についてはヘルプをご参照いただくか、
ソフトウェア製造元にお問い合わせください。

■ 起動方法
ソフトウェアを起動するにはアプリケーションフォルダを開き、
フォルダ
内の
「Toast 20 Titanium（.app）
」
をダブルクリックします。

ソフトウェアに関するお問い合わせについて
「Toast20 TITANIUM」
に関するお問い合わせは、
コーレル社による電話サポート、
インターネットを利用したお問い合わせが可能です。

○コーレル社 お問い合わせ先

① 本製品に書き込み可能なBD/DVD/CDディスクをセットして、
「書き込み」
タブを選択します。
②「データディスク」
を選択します。
③ 使用先（書き込み形式）
を選択します。
④ 書き込みを行うデータを画面内にドラッグ&ドロップします。画面左の
「メディアブラウザ」からも選択できます。
⑤ ディスクタイプを選択し、
保存先に本製品が選択されているか確認します。
⑥ コピー数を指定します。
⑦ 書き込みボタンをクリックします。

ソフトウェアの概要

・市販されている BD/DVD/CD ビデオタイトルをバックアップすることはできません。
・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。
・Windows 環境ではお使いいただけません。

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.roxio.jp/support/
※インターネットでのお問い合わせには、
ユーザー登録が必要です。
電話番号
（ナビダイヤル）
：0570-003-002
受付時間：10:00〜12:00、13:30〜17:30
（土、
日、祝日、
コーレル社指定休業日は除く）

○
「Toast20 TITANIUM」
のユーザー登録について
「Toast20 TITANIUM」
のユーザー登録に関しましては、
コーレル社のホームペー
ジ（http://www.roxio.jp/support/）
より行ってください。
とくに支障がない場合
は登録を行うことをお勧めします。

③コピー
BD や DVD、CD をコピーできます。

・ディスクをコピー：CD ／ DVD ／ブルーレイディスク
・損傷したデータをコピー：ファイルを回復
・ファイルをデジタル形式にリッピング：

①「日本語」
を選択

サポートサイトについて

DVD ／ VIDEO̲TS フォルダ／オーディオブック

② シリアル番号を入力

・画像ファイルをコピー：1 画像ファイル／クロスプラットフォーム画像ファイル

■「コピー」
タブ：ディスクをコピー

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。

BD/DVD/CDディスクのバックアップ用途に、
データのコピー、
イメージディ
スクを作成できます。

③「次へ」
をクリック

※シリアル番号は本紙表面の「ソフトウェアのご案内」に記載されています。

〈操作例：DVDディスクのコピー〉
①

4. ライセンス契約画面が表示されます。内容をご確認の上、
「 私は、使用
許諾契約に同意します」
にチェックを入れ
「次へ」
をクリックします。
ダブルクリック

②「次へ」
をクリック
① チェック

※「Toast Titanium が変更を加えようとしています。」と表示された場合
は、ご使用の Mac の名前（ユーザー名）とパスワードを入力し、「OK」
をクリックします。
※「“Toast 20 Installer” から “連絡先” にアクセスしようとしています。
」
と表示された場合、「許可しない」を選択してください。
※Toast20 Titanium の機能を使用する上で、Mac 内の各フォルダ／ボ
リューム／ファイルにアクセスの許可を確認するウィンドウが表示されま
す。必要に応じて「OK」をクリックします。
※「画面収録 “Toast20 Titanium” でこのコンピュータの画面を記録しよ
うとしています。」と表示された場合、必要に応じて「“システム環境設定”
を開く」をクリックし、セキュリティーとプライバシーのブライバシーか
ら、「Toast20 Titanium」にチェックを入れてください。

②

③
④

⑤

① 本製品にコピーするDVDディスクをセットして、
「コピー」
タブを選択します。
②「DVD」
を選択します。
③ 保存先に本製品が選択されているか確認します。
④ コピー数を指定します。
⑤ コピーボタンをクリックして、読み込みが終わるまでしばらく待ちます。
⑥ 読み込みが終わってトレイが開いたら、
DVDディスクを取り出します。
⑦ 新しいDVDディスクをセットします。
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