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LBD-PWA6U3CVシリーズ

このたびは、ロジテックのUSB3.2 Gen1（USB3.0）ブルーレイ ドライブ ユニットを
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。裏面の「取り扱い上のご注意」と併せて
事前によくお読みください。

・ 本製品はMacOSX 10.5以降、Intel製CPUおよびApple Silicon (M1)、USBポート
を搭載する次のMacでご使用いただけます。
 macOS Monterey 12、 macOS Big Sur 11、macOS Catalina（10.15）、
macOS Mojave（10.14）、macOS High Sierra（10.13）、macOS Sierra（10.12）、
Mac OS X 10.11、10.10、10.9、10.8、10.7、10.6、10.5
　ただし、ダウンロードいただけるソフトウェアはmacOSではご使用いただけません。
・ DVDの再生や書き込みには市販のソフトウェアまたはmacOSに搭載されている機能
をご使用ください。

・ macOSでは、デジタル放送で録画したディスク(AACS/CPRM)の再生は行えません。
また、DVDレコーダーで録画したディスクの編集（VR）はできません。

・ macOSでご使用の場合は、DVD-RAMへの書き込み、読み込みには対応していません。

USB3.0 Micro-B コネクタ

セキュリティロック機構

付属のUSB3.2 Gen1（USB3.0）ケーブル
でパソコン本体のUSBポートと接続します。

本製品を外部へ持ち運ばれないようにします。
別売りのケンジントンロックを接続します。
※スロット（穴）のサイズ：7×3mm
※シリンダ/ダイアルタイプのセキュリティロックをご使用の場合、本製品の高さよりも径の小さなシリンダ/ダイアルを選択してください。
※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。

USBケーブルの供給電力だけで動作しない場合は、
別売のACアダプタのプラグを接続します。

・USBバスパワーでご利用中にACアダプタを接続すると接続が一度解除されてから、再度認識されます。
・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。

※ディスクの回転が完全に停止してから取り出しを行ってください。

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

※ 下記の書き込み速度には、その速度に対応したディスクが必要です。
※ 8cmディスクでも使用可能です。
※ 記載速度はUSB3.2 Gen1　(USB3.0) 接続時のドライブの最大速度です。

※1 RAM2ディスクは読み込みのみで、書き込みはできません。
 カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で

使用する必要があります。
※2 Mac OS でご使用の場合、BD-R XL、BD-RE XL、DVD-RAMへの書き込み、

読み込みは非対応です。
※3 M-DISCについて
 「M-DISC」は米Millenniata 社が開発した、長期記録保持用メディアです。
 通常のBD/DVDメディアと比べ、日光、温度、湿度による経年劣化の
 影響を受けづらく、長期的なデータ保存 /読み込みが可能となります。
 データ書き込みソフトでデータ保存をして頂くだけで、長期間、読み込み可能な

メディアを作成する事ができます。

※長期記録保持メディア、M-DISC は、Millenniata 社が開発したものです。
※「M-DISC」は別途用意して頂く必要があります。

動作環境

対応OS

4K対応モニタ（HDMI：2.0/2.0a 以降 /HDCP2.2 出力対応）

Windows10以上　※2022年 4月現在

対応パソコン
※右の全ての条件を
満たしている必要
があります。

①Intel SGX(Software Guard Extention) 対応
②CPU：Intel 第 7世代のCore i5, i7(Kaby Lake -S/-H) 以降
③HDMI：2.0/2.0a 以降（HDCP2.2 出力対応）
④再生時にはインターネット接続環境が必要
⑤USB3.0 環境へ接続が必要

対応モニタ：

UHD BDに対応した再生ソフトウェアは別途購入ください。
本製品にはUHD BD再生ソフトは添付しておりません。

※AACSおよびCPRM技術で保護されたディスクの複製はできません。

UHD BDを再生するには下記環境が必要となります。

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

※Roxio SecureBurn を使ってディスクをコピーする場合は、コピー元のディスクと同じハード
ディスクの空き容量が追加で必要です。

※上記条件を満たした場合であっても、全てのパソコンでの動作を保証するものではありません。
※著作権保護機能や、ソフトウェアのアップデートのためにインターネット接続が必要です。

■ BD/DVD 再生 (2D/4K ビデオファイル以外）、書き込みの場合

■ 4K ビデオソース再生の場合

Haswell (Intel 第 4 世代 ) 以上　Core i シリーズ
4GB ( デュアルチャンネル ) 以上
30Hz まで
Intel Graphic 4000 以上
MP4 H.264
3840 x 2160

□ ブルーレイドライブ本体

□ USB3.2 Gen1（USB3.0）ケーブル
・microB－Type A（約 50cm） 1 本

※ 製品 /付属品のイラストは実際の製品と異なる場合があります。
※ お使いのパソコンによっては、USBバスパワー供給が不足する場合があります。
電力供給が不足する場合は、ACアダプタ (別売り ) が必要です。
別売りACアダプタ「LA-10W5S-10」をご購入ください。

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。

□ ソフトウェアライセンスシート

パソコンに接続する

○ご使用のパソコンのUSBポートに直接接続してください。
本製品はUSBハブを介しての接続には対応しておりません。
バスパワーの USB ハブでは
供給電力が足りず、本製品を
使用できません。たとえセル
フパワーのハブであっても、
USB ドライバの読み込み等
の問題により、正しく認識さ
れない場合があります。

○接続先のUSBポートを変えてお試し
ください。
ご使用のパソコンのUSBポート給電
能力が不足している場合、接続先の
ポートを変える事で認識される事が
あります。

本製品がパソコンから認識されない場合、以下の点をご確認ください。

Windows 8.1 の場合
① 本製品はまだ接続しないでください。
② タスクバーにあるWindows アイコンを右クリックします。
③ 開いたメニューより、「エクスプローラ」を選択します。
④ エクスプローラの左欄にある「PC」または「コンピュータ」を選択します。
⑤ 付属のUSBケーブルで本製品をご使用のパソコンに接続します。
⑥ 本製品が自動的に認識され「デバイスとドライブ」
欄に本製品のアイコンが「BD-RE」ドライブとし
て追加されます。

お使いのパソコン環境によっては、USBバスパワー供給の電力が不足する場合があります。不足する
場合は、別売りの AC アダプタが必要です。AC アダプタをご使用の場合は、本製品をパソコンに
USB接続する前に、電源コンセントにACアダプタを接続し、本製品の電源コネクタに繋いでください。

ソフトウェアについて

Macでご使用の場合

本製品では、ブルーレイの動画再生、動画編集、データ書き込みができるソフトウェア
をダウンロードしてご使用いただくことができます。ダウンロード方法は製品に同梱のソ
フトウェアライセンスシートをご参照ください。

Roxio SecureBurn for Logitec
セキュリティを確保した上でBD/DVD/CD書き込み・音楽データの作成を行うことができます。

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。

BD/DVDの再生を行います。

Corel® VideoStudio® for Logitec

Corel® WinDVD for Logitec

① 本製品はまだ接続しないでください。

② 「エクスプローラ」を開き、「エクスプローラ」
左側にある「PC」を選択します。

③ 付属のUSBケーブルで本製品をご使用のパソコンに接続します。
※ ご使用のパソコンのUSBポートの形状に合ったUSBケーブルをご使用ください。

対応パソコン
対応OS

USBポートを搭載するWindows パソコン 
Windows 11/10/8.1
※2022 年 4月時点
※日本語OSに限ります。

CPU

メモリ
VGA

ハードディスク空き容量

Intel Core™ 2 Duo T2400 1.83GHz 以上
AMD Athlon 64 X2 3800+ 2.0GHz 以上
2GB 以上
NVIDIA GeForce 8/9/10 シリーズ、GTXシリーズ
AMD M7x 以上、Intel GM45/G45 シリーズ以上
3GB 以上

CPU
メモリ
リフレッシュレート
グラフィックス
4Kファイル形式
モニタ解像度

・microB－Type C（約 50cm） 1 本

④ 「エクスプローラ」の「PC」内に
ある「デバイスとドライブ」に本
製品のアイコンが「BD-RE」ド
ライブとして追加されます。

・ 本製品は読み込み専用でご使用いただけます。読込可能なファイル形式については
Chromebookの仕様をご確認ください。

・ ダウンロードいただけるソフトウェアはChrome OSではご使用いただけません。

Chrome OSでご使用の場合

次ページもお読みください

対応ディスク
BD-R　XL 3 層 /4 層 ※2

M-DISC （BD） ※3
BD-RE XL 3 層 ※2

BD-ROM 
BD-RE DL 2 層 / BD-RE 1 層
BD-R LtH　
BD-R DL 2 層 / BD-R 1 層

DVD+R / DVD-R
DVD-R DL 2 層
DVD+R DL 2 層
M-DISC （DVD) ※3
DVD-RAM ※1※2

CD-ROM
CD-R / CD-RW
DVD-ROM
DVD-RW / DVD+RW

最大書き込み速度

-
24倍速
-

6倍速 / 8倍速
8倍速
6倍速
6倍速
4倍速
5倍速
-

2倍速
6倍速
6倍速
4倍速
2倍速
4倍速

24倍速

8倍速
5倍速

6倍速
4倍速
4倍速

最大読み込み速度

6倍速
6倍速
6倍速

6倍速

8倍速
8倍速
8倍速
8倍速
8倍速

24倍速

USB3.2 Gen1 (USB3.0)
BD/DVD/CD/M-DISC/UHD BD
10℃～35℃
20%～80%（但し、結露なき事）
-10℃～50℃
10%～90%（但し、結露なき事）
あり
あり
水平
138 x 14 x 133mm（本体のみ、突起部を除く）
230g（本体のみ）
トレイ方式
対応　※

インターフェース
対応メディア
環境条件 動作時 温度

相対湿度
保管時

相対湿度
イジェクトボタン
アクセス LED
設置方向
外形寸法 （幅 x高さ x奥行き）
質量
ディスクローディング方式
AACS / CPRM

温度



Mac、macOS、　Mac OSはApple Inc. の商標です。

USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum

※レシートや納品書などの購入証明書は、 ご購入日を証明する
書類となりますので保証規定と併せて大切に保管願います。　

「サポート/修理受付窓口、保証規定のご案内」

保 証 規　定
■保証対象

保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は
対象外です。

■保証内容
1. 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、
無償で本製品を修理または交換いたします。
※保証期間を超過している場合、有償となります。

■無償保証範囲
2. 以下の場合には、保証対象外となります
(1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。

※購入証明書は、 購入日、購入店、型番が確認できるもの（レシート・納品書など）を指します。
(2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
(3) 中古品として本製品をご購入された場合。（リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む）
(4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
(5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
(6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
(7) 本製品をご購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
(8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
(9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
(10) ソフトウェア（ファームウェア、ドライバ他）のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
(11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用方法、および注意に反

するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
(12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理
3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式（付属品、セット品含む）に添えて、お買い上げの販
売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。

4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。（返送時の送料は弊社が負担致しま
す。）また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅配や簡易書留など）
をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。

5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させてい
ただく場合があります。

6. 保証期間内にて修理、交換により交換された、旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、
全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアッ
プを取っていただきますようお願い致します。

8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。
9. 対象機器にマイナンバーが記憶された装置、記憶媒体が有る修理品、マイナンバーが記録されているデータが確認
できた場合には修理せず返却します。修理依頼品にマイナンバーが記録されていない事の確認をお願い致します。

■免責事項
10. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の
損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

11. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等に
つきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

12. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取って下さい。本製品の故障または使用
によって生じた、保存データの消失、破損等については一切保証いたしません。

■有効範囲
13. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

2022年4月 初版
ポータブル ブルーレイ ユニット セットアップガイド

2022LBD-PWA6U3CV_SG V01

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また国
外での使用、国外からの問い合わせにはサポートを行っておりません。
This product is for domestic use only. No technical support is available in foreign 
languages other than Japanese.




