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LBDW-PUF6U3CMSVシリーズ

Toast18

Toast18

macOS Catalina（10.15）、macOS Mojave（10.14）、macOS High Sierra（10.13）、
macOS Sierra（10.12）、OS X El Capitan（10.11）

バスパワー

USB3.2（Gen1）/USB3.1（Gen1）/USB3.0

USB3.2 Gen1（USB3.0）に接続した場合です。

BD-R LTH

MicroBコネクタ

※ macOS Catalina（10.15）での動作を参照しています。

Toast18

Toast18

※ macOS Catalina（10.15）での

・ 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。
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手順 3 ソフトウェアのインストール

1 ソフトウェアをダウンロードします

2 ソフトウェアをインストールします

ソフトウェアに関するお問い合わせについて

ここではソフトウェア「Toast18 TITANIUM BDプラグイン」のインストー
ル方法についてご説明します。「Toast18 TITANIUM BD プラグイン」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。

ここではソフトウェア「Toast18 TITANIUM BD プラグイン」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、「Toast 
18 Titanium」フォルダを選択し、フォルダ内の「Toast Titanium
（.app）」をダブルクリックします。

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 4 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
・ 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。

「Toast18 TITANIUM BD プラグイン」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
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）

○「Toast18 TITANIUM BDプラグイン」のユーザー登録について
　「Toast18 TITANIUM BD プラグイン」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。

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。

■ 「ビデオ」タブ：Blu- rayビデオ/DVDビデオの作成
市販のプレーヤーで再生が可能な Blu-ray ビデオ /DVD ビデオの作
成ができます。また、「エクストラ」から「MyDVD Pro」を起動する
ことで、メニューや音楽付きのビデオをDVDやBlu-rayビデオのディ
スクにすることもできます。
〈操作例〉

① 本製品に書き込み可能な BD/DVD ディスクをセットして、「ビデオ」
タブを選択します。

② 書き込み形式を選択します。
③ 書き込みを行うビデオデータを画面内にドラッグ & ドロップします。
画面右の「メディア」タブからも選択可能です。

④ 保存先に本製品が選択されていることを確認しコピー数を指定し
ます。

⑤ 書き込みボタンをクリックします。

■ 「オーディオ」タブ：オーディオディスクの作成
オーディオ CD、ミュージック DVD、MP3 ディスク、エンハンスト
CDを作成することができます。
〈操作例〉

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、「オー
ディオ」タブを選択します。

② 書き込み形式を選択します。
③ 書き込みを行う音楽データを画面内にドラッグ & ドロップします。
画面右の「メディア」タブからも選択可能です。

④ 保存先に本製品が選択されていることを確認しコピー数を指定し
ます。

⑤ 書き込みボタンをクリックします。

■ 「データ」タブ：データの書き込み
Mac OS 用ディスク、Mac やWindows で読み込めるディスク、UDF
やISOに準拠したディスク、クロスプラットフォームでスライドショーが
再生できるディスクを作成することができます。
〈操作例〉

① 本製品に書き込み可能な BD/DVD ディスクをセットして、「データ」
タブを選択します。

② 書き込み形式を選択します。
③ 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
右の「メディア」タブからも選択可能です。

④ 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ことを
確認しコピー数を指定します。

⑤ 書き込みボタンをクリックします。

■ 「コピー」タブ：ディスクのコピー
BD/DVD/CD ディスクのバックアップ用途にデータをコピーしたりイ
メージディスクを作成したりすることができます。ディスクのコピーの
他に、イメージファイルの書き込み、複数のディスクイメージの統合が
可能です。

■ 「変換」タブ：データの変換
DVDディスクやオーディオファイル等、特定の形式のファイルを異なっ
た形式に変換することができます。

操作方法についてはToast 18 
Titanium ヘルプからユーザー
ガイドをご参照ください。

操作方法についてはToast 18 
Titanium ヘルプからユーザー
ガイドをご参照ください。

はじめに以下のURLからBD用編集 / 書き込みソフト「Roxio Toast18 
TITANIUM +BDプラグイン」をダウンロードしてください。

URL：https://dl.logitec.co.jp/software.php?pn=LST-D-519

※ 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。

1. ダウンロードした「Toast_18_xxxxxxxx.dmg」
ファイルをダブルクリックします。

2. Toast18 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、
「Toast18 Installer」アイコンをダブルクリックし
ます。

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。

4. ライセンス契約画面が表示されます。「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。

※ 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。

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。

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「Toast18 TITANIUM BD プラグイン」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。

ダウンロードしたファイルは通常「Toast_18_xxxxxxxx.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。

以上でインストールは完了です。

※ 「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 18 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。

※ 「” Toast 18 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。

ソフトウェアの概要

補足説明

サポートサイトについて

※ 「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 18 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。

① 「日本語」を選択

② シリアル番号を入力

③ 「次へ」をクリック

ダブルクリック

② 「次へ」をクリック

「コピー」タブを選択

「変換」タブを選択

① チェック

① お名前（姓、名）を入力

② 「Japan」を選択

③ メールアドレスを
入力、確認のため
再入力

④ 「完了」をクリック

④ 「次へ」をクリック


