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安全上のご注意 

警告 

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定さ

れることを示しています。 

注意 

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険または物的損害の発

生が想定されることを示しています。 

 

△ 記号は「気をつけるべきこと」を表しています。 

（左の記号は「感電注意」を意味しています） 

 

○ の中に＼の記号は「してはいけないこと」を表しています。 

（左の記号は「分解禁止」を意味しています） 

警告 

 ご使用いただく前に、以下の注意項目をご確認いただき、正しい使用を行ってくださいますようお

願いいたします。誤った使用を行った場合には、お使いいただく方や周りの方、および環境へ損害を

与える危険がございますので、くれぐれもご注意ください。 

水が掛かる恐れがある場所や、屋外には置かないこと 

感電や火災の原因となります。 
 

電源には交流100ボルトを使用すること 

交流100ボルト以外を使用した場合は、感電や火災を引き起こすおそれがあります。 
 

電源プラグの金属部分（コンセント挿入部分）にホコリや水が付着している場合には、良く拭き

取ってから使用すること 

電源プラグの絶縁不足により放電し、火災の原因となります。  

電源コードの付け根や本体が切断していないか確認すること 

切断箇所が導体に触れることで感電や火災を引き起こすおそれがあります。 
 

煙が出ていたり、異音がしたり、変なにおいがしたりした場合には即座に使用を中断し、スイッ

チを切り、電源プラグをコンセントから引き抜くこと 

使用を続けると、火災や感電、破裂等を引き起こすおそれがあります。  

本製品に強い衝撃を与えたり、破損したりした場合には即座に使用を中断し、スイッチを切り、

電源プラグをコンセントから引き抜くこと 

使用を続けると、火災や感電、破裂等を引き起こすおそれがあります。  

本製品の動作中に、搬送アームに触れないこと 

すき間に挟まれてけがをしたり、機械を破損したりするおそれがあります 
 

本製品のすき間や通風口などから物を差し込んだり中に入れたりしないこと 

本製品が破損したり、感電したりするおそれがあります。 

誤って物が入ってしまった場合には使用を中断し、コンセントを引き抜き、各販売店までご連絡

ください。  

本製品の上に花びんやコップなどの液体が入った容器を置かないこと 

本製品が破損したり、感電したりするおそれがあります。 

誤って液体が掛かってしまった場合には使用を中断し、コンセントを引き抜き、各販売店までご

連絡ください。  
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雷が鳴り始めたら本製品に触れないこと 

感電するおそれがあります。 
 

不安定な場所や、弱い土台の上に載せて使用しないこと 

本製品が落下してけがの原因となったり、破損したりするおそれがあります。 
 

お客様ご自身で当製品の修理、改造、分解を行わないこと 

必要となった場合には各販売元へご連絡、ご相談ください。 

 

警告 

注意 

通風口の前に物を置いたりしてふさがないこと 

本製品が高温となり、やけどを負うおそれがあります。また、本製品を破損することがありま

す。 
 

本製品を移動する場合には、コンセントから電源プラグを引き抜いてから行うこと 

電源プラグを引き抜かずに移動させようとすると、電源コード、コンセント、本製品との接合部

分を破損したり、引っ掛かって本製品を落下させてしまい、けがを負ったりするおそれがありま

す。  

電源プラグを引き抜く場合に、コード部分をつかんで引き抜かないこと 

ケーブルやコンセントが破損するおそれがあります。 

 

濡れた手で電源プラグを差し込んだり引き抜いたりしないこと 

感電するおそれがあります。 
 

直射日光の当たる場所や、高温になる場所に設置しないこと 

本製品が高温となり、火災や故障の原因となります。 

 

湿度が高くなる場所やホコリが多い場所に設置しないこと 

火災を引き起こしたり、感電したりするおそれがあります。 
 

問題が発生していないか定期的にチェックを行うこと 

以上の項目に該当しないか、定期的にチェックを行ってください。不明な点がある場合には、各

販売店にご相談ください。  
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使用上のお願い 

使用場所・ご使用時は 

● 引越しなどで遠くへ運ぶ場合は、傷が付かないように毛布等で包んで下さい。 

● 殺虫剤や揮発性のものを掛けたり、ゴムやビニール製品を長時間接触させると、変色したり

塗装が傷む場合があります。 

● 長時間ご使用になると、天板・側板・後部などが多少熱くなることがありますが、故障では

ありません。 

● 使用しない時は電源を切って下さい。 

● 長時間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、時々電源を入れて下さい。 

● 製品を梱包してある箱および付属品は、修理や点検の際に必要になることがありますので、

保管することをお薦めします。 

取り扱いに関すること 

● 太陽や白熱灯の光が当たると、赤外線センサーの過剰反応により認識エラーを引き起こし、

動作が停止する場合がございますので、それらの光が直射しない場所へ設置して下さい。 

● 水平で固く安定した場所に設置して下さい。水平でない場所や、柔らかい素材の上に設置し

た場合などは、正常な動作が行えなかったり、本体が横転したりして破損するおそれがあり

ます。また、台座の脚が確実に揃って接地している事をお確かめの上ご使用下さい。 

● 操作パネルやドライブなどの汚れは、柔らかい布で軽くふき取って下さい。 

● 汚れがひどい時は、水で薄めた中性洗剤を使い、よくふき取って下さい。 

 （ベンジンやシンナーは塗装を傷める原因となるため使用しないで下さい） 

著作権について 

 BD/DVD/CDディスクには、著作権の付いた物が多く存在します。個人的に楽しむ目的以外の

複製は、権利者の許可がある場合を除いて、法律で固く禁じられています。 

 当製品を使用し無断複製などの違法行為が行われた場合、当社は一切の責任を負いません。 

 一般に、レンタルや市販されているBD/DVD/CD作品にはコピーガードが付与されており、複

製ができないようになっている場合があります。本製品にはそのようなコピーガードをはずす

機能は付随しておりません。 

CPRMディスク取扱いのご注意 

● CPRMガード処理済のマスターディスクについて 

  CPRMのコピープロテクトの掛かったディスクは完全にコピー出来ません。 

  CPRM対応メディアは通常のメディアにはない、暗号化領域を持っております。 

  デュプリケータでコピーが正常終了しても、再生できない仕組みとなっております。 

● CPRM対応ブランクメディアについて 

  「地デジ対応」「デジタル放送対応」と表記のあるブランクメディアはCPRM対応です。 

  マスターディスクがCPRMコピーガードが掛かっている、いないに関わらず、CPRM対応 

 メディアでコピーしたディスクを再生するには、ドライブ、ソフトウェアいずれの対応も 

 必要となるため、再生互換性に問題が起こる可能性があります。 
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ご使用の前に 

 本機をご使用になる前に、作業が効率よく進行するよう、下記の文章をお読み下さい。 

3. マスター（コピー元）ディスクについての注意 

 本機を動作させるには、WindowsPCが必須となります。（スタンドアロン動作は不可） 

 Windows XP以降のOSと、USBが搭載されたPCをご用意下さい。 

1. 利用するに当たって 

 マスターディスクは、ファイナライズされた（クローズ状態）ものでなければ、正常にコピーが出来ない場

合があります。ファイナライズされていない（オープン状態）のものは、ファイナライズを行ってからコピー

作業を開始するようにして下さい。 

 なお、本製品にファイナライズ機能はございませんので、パソコンでマスターディスクを作成する際に、

ファイナライズ処理まで済ませて下さい。 

5. 温度についての注意 

 室温が0℃以下の場所に24時間以上置いていると動作しないことがあります。 

 その場合は、作業を開始する4時間前に19℃以上の部屋にて機械を温めて下さい。 

 それを行わずに動作を開始した場合には、修復不可能な損傷を引き起こす可能性がありますので、くれぐれ

もご注意下さい。 

6. メンテナンスについて 

 本製品に搭載されている光学ドライブ部品は非常にホコリに弱く、一番の故障原因となっています。 

 使用する際には、なるべくホコリのない場所で使用し、機械の表面上に付着した汚れなども、こまめに掃除

することをお薦めいたします。 

 

（注意）ホコリの多い場所でドライブのトレイを開けると、ディスクを読み取るレンズや機械の内部にゴミを
 吸い込み、故障の原因となりますので注意して下さい。 

4. ディスクのコピー制限 

 一般的にレンタル用や市販されているDVDおよびBlu-ray作品には、コピーを防止する機能が付加されている

ため、複製することが出来ないようになっています。 

 なお、本製品にコピーガードをはずす機能は付随しておりません。 

 また、DVDのコピーは同一のディスク規格へしかコピーが出来ない制限もあります。 

 DVD±R(4.7GB)のディスクは、DVD±R(4.7GB)へのみコピーすることが可能です。 

 同じくDVD±R DL(8.5GB)についても、DVD±R DL(8.5GB)へのみコピーが可能です。 

 -Rと+R間も書込方式が異なりますので、同一容量であっても相互のコピーは出来ません。 

2. ディスクの排出について 

 本製品では、処理の結果が成功となった場合には前面の排出口へ、失敗となった場合には底面の排出口へ

ディスクが排出されます。脚を取り付けない場合は失敗ディスクが底に詰まってしまう可能性がありますの

で、かならず脚を取り付けてご利用下さい。 
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内容物の確認（付属品一覧） 

Ninbie 本体、 

脚パーツ x4 

各部名称 

前面 

成功 

ディスク 

排出口 

底面 

ディスク 

排出パッド 

背面 

インプット 

トレイ 

2. 電源コネクタ 1. 電源スイッチ 

上面（フタを開けたところ） 

ステータス 

ランプ 
1 2 3 

3. USBコネクタ 

4 

4.盗難防止スロット（Kensington仕様） 

取扱説明書（本書） 

ソフトウェアCD 

ACアダプタ、 

電源ケーブル、 

USBケーブル 

ディスク排出用 

トレイ、パッド 

USB3.0と刻印されているLEDランプが点灯してい

る場合はUSB3.0接続、消灯している場合はUSB2.0

またはUSB1.1として認識されています。 

失敗 

ディスク 

排出口 

脚 

取付部 

(4箇所) 
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本体設置手順 

2. ディスク排出トレイ用のパッドを本体前部の脚にはめ、中央の穴にトレイを設置する。 

3. 電源ケーブルとACアダプタをつなげ、ACアダプタのコネクタを本体に接続する。 

4. 電源スイッチを「 | 」の方へ倒し、電源を入れる。 

5. インプットトレイに、ブランク（書込前）ディスクを設置する。 

 まず1枚のディスクを、正面から見て

奥、左手前、右手前にある3つの白い円

形部分にきちんと乗るように置きま

す。ひとつでもズレてしまうと落下し

てしまいます。 

 1度に複数枚置こうとすると落下しや

すいため、まとめて置く場合にもまず1

枚を置いてから積み重ねてください。 

6. ソフトウェアを起動させ、作業を開始する。（ソフトウェアのインストール後） 

1. 本体底面の4か所に、付属の脚を取り付けます。設置する部分にゴムが付いており、それ 

とは逆の先端を、下の中央の写真を参考に、本体底面の端にある取付穴（大きな方の穴）に

挿し込みます。そしてツメを小さな穴に挿し込み、固定します。（取り外す場合には、この

ツメの上部をつまんで押し込むようにしながら引き抜きます） 
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 通常の設置では、一度にインプットトレイにセットできる枚数およびアウトプットトレイに収納

できる枚数は30枚までとなります。 

 これ以上の枚数（最大100枚）をセットし、稼働させる場合には次のような方法を取ります。 

※30枚以上のディスクを設置する場合 

 フタの内側、右下に付いている3つのバーを取り外し、インプットトレイの周りにある取付穴

に、突起部分を合わせて差し込みます。 

 本体を20cm程度の高さがある平らな台の上に載せ、その手前のディスク排出口の下に、100枚ス

ピンドルケースのフタを流用したストッカーを置きます。（ストッカーは別途ご用意下さい） 

 ストッカーの位置が低すぎるとディスクが入らずに外れて落ちてしまうため、下に雑誌などを敷

いて高さを調整して下さい。排出口から2cm程度下の位置に、ストッカーの上辺が来るのがベスト

です。 

← 100枚スピンドルケース 

← 雑誌などで高さを調整 
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ソフトウェアのインストール 

 本機をご使用いただくに当たって、ソフトウェアのインストールが必要となります。 

 以下の手順でインストール作業を行って下さい。 

1. 付属のCDをパソコンのドライブに挿入すると、以下のような画面が表示されますので、その

中から「Nimbie USB」を選択してクリックし、続いて左端の一覧からインストールを行いた

いソフトウェアをクリックし、右下の【Install】ボタンを押します。 

※ 起動には「Adobe Flash Player」（無料）が必要です。 http://get.adobe.com/jp/flashplayer/ 

※ 自動で画面が表示されない場合は、マイコンピュータなどから CDドライブを参照し、中にある

「Autorun.exe」をクリックして起動させて下さい。 

※ 起動時に「ユーザー アカウント制御」が表示され「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許

可しますか？」と表示された場合は【はい】をクリックして作業を続けてください。 

2. 「Welcome to～」の画面ではそのまま下の【Next >】ボタンを押し、次の画面に遷移しま

す。次の画面ではライセンス確認が表示されますので、内容に問題がなければ「I accept

～」を選択してから、下の【Next >】ボタンを押します。 

3. インストールするフォルダを選択する画面になります。フォルダを変更したい場合には右

端の【Change...】ボタンをクリックして、フォルダを指定して下さい。よければ下の

【Next >】ボタンを押し、続いての画面で内容を確認し【Install】ボタンを押します。 
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4. インストールの進捗がバー表示されます。しばらくの時間が経ち、インストールが完了す

ると右のような画面が表示されますので右下の【Finish】ボタンを押して終了します。 

※ 「Finish」ボタンを押した後に現れる「LightScribe System Software」は本機では使用しない

ため、「キャンセル」ボタンを押してインストール処理を中断して下さい。 

※ インストールするソフトによっては、以下のような画面が表示されます。「Setup Type」は通

常は【Typical】を選びます。「Customer Information」は任意に入力して下さい。 

1. 左メニュー一番上の「Driver」の項目をクリックしてから、右下の「Install」ボタンをを

クリックします。 

2. USBケーブルの画像が付いたウィンドウが表示されましたら、パソコンと「Nimbie USB」を

USBケーブルで接続して、「Nimbie USB」の電源スイッチをオン側に倒します。 

3. しばらく待つと、自動でドライバのインストールが完了します。（通常はタスクトレイに

進捗が表示されます） 

ドライバのインストール 

 本機を認識させ、動作させるために必要となるドライバソフトウェアについては、必ず

インストールを行って下さい。 
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「dBpoweramp」について 

 ソフトウェアのリストで一番下にある「dBpoweramp」は、音楽CDのリッピングを行うソフト

ウェアになりますが、トライアル版になりますので、試用期間を経て以降に利用を続ける場合

にはソフトウェアの提供元（illustrate社）に代金の支払いが必要となります。 

 本機では「dBpoweramp」の追加機能である、ディスクを連続して供給してリッピングする事

が可能となるソフトウェア「dBpoweramp Batch Ripper」にも対応しています。任意にインス

トールを行い、ご利用を継続する場合には代金のお支払いをお願い致します。 

（※代金のお支払いはillustrate社が提示する方法のみとなります） 

「dBpoweramp」に関するインストールおよびソフトウェアの使い方は、別紙をご参照下さい。     

 本機では「～ Batch Ripper」のみ利用しますので、使い方についてはそちらのみ解説して

います。 

 本機をフリーソフト「ImgBurn」で利用する場合には、以下の手順で準備します。 

「ImgBurn」での利用方法 

1. 付属のCDをエクスプローラ等から直接開き、その中にあるフォルダ「ImgBurn」内にある

ファイル「BSRobots20(.dll)」と「winusb(.dll)」の2つを「ImgBurn」がインストールさ

れているフォルダ内（通常はProgram Files内）にコピーします。 

2. 「ImgBurn」を起動して「設定」メニュー内のタブ「I/O」を選択してクリックし、右上にある「メディアチェ

ンジャー」の項目から「メディアチェンジャーを使用する」にチェックを入れてから「Acronova — 

BSRobots20.dll」にもチェックを入れて右下の「OK」ボタンをクリックします。 

ダウンロード⇒ http://www.imgburn.com/ 
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「QQBoxxPro3」の操作方法 

 付属のソフトウェア「QQBoxxPro3」を使用する場合は以下の通りに操作します。 

 「QQBoxxPro3」を起動するとウィンドウが表示され、上のタブ「Jobs」「Tools」「Bonus」

を切り替え、下に表記するメニューがありますので、利用したい機能をクリックして下さい。 

《 Jobsタブ 》 

《 Toolsタブ 》 

《 Bonusタブ 》 

《Burn Audio》 

 音楽CDを作成します 

《Burn Data》 

 データディスクを作成します 

《Burn DVD-Video》 

 DVD-Video形式のDVDを作成します 

《Burn Image》 

 イメージからディスクをを作成します 

《Copy Disc》 

 既存のディスクを複製します 

《Data to Image》 

 ファイルからイメージを作成します 

《Disc to Image》 

 ディスクからイメージを作成します 

《Erase Disc》 

 RWメディアのデータ消去を行います 

《Print Label》 

 LightScribeディスクに印刷します 

《Queue Manager》 

 実行履歴を表示します 

《Box Set Copy》 

 ストック内のディスクに連続して 

 コピーを行います 

《Disc to HDD》 

 ストック内のディスクを連続して 

 パソコンのHDDに保存します 

《Interleave Copy》 

 複数のマスターをストックに置き 

 連続してディスクの作成を行います 
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 初期メニューの枠内のいずれかのアイコンダブルクリックをすると、右の画面になります。 

 やがて本機が認識され、左下に出ていたゲージが消えて「Open Job」のボタンが現れ「Next」

ボタンがクリック出来るようになります。「Next」ボタンを押して作業を進めてください。 

 

 もし、左下のゲージがしばらく消えないままの場合は、ソフトウェアと本機を接続するための

プログラムが正常に動作していない場合があります。 

 BServiceというソフトで制御が行われており、正常に動作が行われている場合は右上のウィン

ドウが表示された後、右下のようにタスクバー内にアイコンが現れます。右上の画面が表示され

ないままタスクバーにアイコンが表示された場合は正常に認識されていない場合があります。 

 その場合はお手数ですが、本機とPCを接続しているUSBケーブルを引き抜いてから「QQboxx 

Pro3」などの付属ソフトウェアを終了させ、続いてタスクバーのアイコンを右クリックして

「Exit」を押し、接続プログラムを終了させてから再度USBケーブルの接続を行ってください。そ

の後、付属ソフトウェアを起動させると自動的に再構成が行われます。 

 接続プログラムが正常に起動した場合には、本機のドライブが一度開閉されるため、開閉音が

します。 

 左上の画面のように本機が認識されている事を確認したら「Next」ボタンが押せるようになっ

ていますので、押して次へ進んでください。 

「QQBoxxPro3」操作方法 
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① メニューから『Burn Audio』のアイコンをダブルクリックして、ウィンドウを開きます。 

② 開いたウィンドウの左上にフォルダツリーが表示されていますので、そちらから音楽ファイルの入っているフォルダ

を選択します。選択すると、右上の空欄に対応する音楽ファイルの一覧が表示されます。（図1-1-1） 

③ 右上に表示されている音楽ファイルの一覧から、CDに入れたいものをクリックして選びます。CtrlキーやShiftキー

を併用して複数個を選択することも可能です。また、中央にある「Artist Name:」「Album Title:」に任意の名前を入

力して下さい。（図1-1-2） 

④ 入れたいファイルが決まりましたら、選択したファイルを下の空欄内へドラッグ＆ドロップして移動します。ドラッグ

＆ドロップ中はマウスカーソルが特殊な形状に変わりますので、それを目安にしてください。 

1-1. Burn Audio 

音楽ファイルを記録可能CDに書き込み、オーディオCDを作成します。 

（ 図1-1-1 ） （ 図1-1-2 ） 

⑤ ドロップを行うと下の枠に自動的にトラック番号が割り振られて登録されます。任意の楽曲のトラックの順番を変え

る場合には、まず該当する楽曲を左クリックで選び、右端にあるボタンを押して希望のトラックになるまで押し、入

れ替えを行ってください。（図1-1-3） 

（ 図1-1-3 ） （ 図1-1-4 ） 

トラック内容編集 選択したトラックを一番上に移動 選択したトラックをひとつ上に移動 

選択したトラックを一番上に移動 選択したトラックをひとつ上に移動 トラックを一覧から外す 

⑤ トラックの編集が終わりましたら「Next」ボタンを押し、次に進みます。 

⑥ 書き込む条件を設定するウィンドウに切り替わりますので、書込速度（Burning Speed）と作成枚数（Copies）を選択

し、条件が揃いましたら「Next」ボタンを押します。（図1-1-4） 

※ 「Erase Re-writable Discs」 … CD-RWメディ

アを利用する場合、消去してから書込を行います。 
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⑦ 設定した書込条件が一覧表示されます。内容に問題がなければ、「Job Title:」内に任意の名前を付け、「Process」

ボタンを押します。 （ここで付けた名前はソフトウェア上で識別するためのもので、CDには書き込まれません） 

⑧ 書込が始まると（図1-1-6）（図1-1-7）の2つのウィンドウが表示されます。これらには状況が報告されます。 

1-2. Burn Data 

選んだファイルを記録可能DVDやCDに書き込みます。 

（ 図1-1-5 ） （ 図1-1-6 ） （ 図1-1-7 ） 

① メニューから『Burn Date』のアイコンをダブルクリックして、ウィンドウを開きます。 

② 記録を行うディスクの種類（Disc Type）、ディスクのフォーマット形式（Disc Format）、ディスクの名前（Disc Title）を

選択および入力します。完了したら「Next」ボタンを押します。（図1-2-1） 

③ 開いたウィンドウの左上から、記録したいファイルがあるドライブを選び、下の一覧からフォルダをダブルクリックし

ていき、目的のファイルの場所まで移動します。（図1-2-2） 

④ 目的のファイルが出てきましたら、クリックして選択してから、ドラッグ＆ドロップで下の空欄に登録していきます。

一番下にゲージで、ディスクの記録可能領域上限と登録されているファイルのサイズの割合を、数字で登録されて

いるファイルのサイズを表示しています。内容に問題がなければ「Next」ボタンを押して書込み作業に進みます。 

（ 図1-2-1 ） （ 図1-2-2 ） 

（ 図1-2-3 ） （ 図1-2-4 ） 

⑤ 書き込む条件を設定するウィンドウに切り替わりますので、書込速度（Burning Speed）と作成枚数（Copies）を選

択し、条件が揃いましたら「Next」ボタンを押します。（図1-2-3） 

⑥ 設定した書込条件が一覧表示されます。内容に問題がなければ、「Job Title:」内に任意の名前を付け、

「Process」ボタンを押します。この項目以降は前記【Burn Audio】と同じ内容です。 
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1-3. Burn DVD-Video 

DVD-Video形式のデータをDVD-R/+Rに書込み、DVDプレーヤーで再生できるディスクを作成します。 

① メニューから『Burn DVD-Video』のアイコンをダブルクリックして、ウィンドウを開きます。 

② 記録したいDVD-Videoファイルのフォルダを指定します。指定できるのはDVD-Video規格に準拠した「VIDEO_TS」

フォルダになります。「VIDEO_TS」フォルダの選択が終わりましたら「OK」を押してください。もし、DVD-Video形式

に準拠していないフォルダを選択した場合にはエラーが表示されますので、再度正しいものを選択してください。

（図1-3-1） 

③ 書き込む条件を設定するウィンドウに切り替わりますので、書込速度（Burning Speed）と作成枚数（Copies）を選択

し、条件が揃いましたら「Next」ボタンを押します。（図1-3-2） 

④ 設定した書込条件が一覧表示されます。内容に問題がなければ、「Job Title:」内に任意の名前を付け、「Process」

ボタンを押します。この項目以降は前記【Burn Audio】等と同じ内容です。 

（ 図1-3-1 ） （ 図1-3-2 ） 

1-4. Burn Image 

ディスクイメージファイルを選択し、ディスクに記録します。（イメージファイルを展開して書込） 

① メニューから『Burn Image』のアイコンをダブルクリックして、ウィンドウを開きます。 

② 記録したいイメージファイルを選択します。利用できるのは「ISO形式」と「MDS形式」のいずれかになります。イメー

ジファイルの選択が終わりましたら「OK」を押してください。（図1-4-1） 

③ 書き込む条件を設定するウィンドウに切り替わりますので、書込速度（Burning Speed）と作成枚数（Copies）を選択

し、条件が揃いましたら「Next」ボタンを押します。（図1-4-2） 

④ 設定した書込条件が一覧表示されます。内容に問題がなければ、「Job Title:」内に任意の名前を付け、「Process」

ボタンを押します。この項目以降は前記【Burn Audio】等と同じ内容です。 

（ 図1-4-1 ） （ 図1-4-2 ） 
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1-5. Copy Disc 

パソコンの光学ドライブをコピー元（マスター）にしてディスクのコピーを行います。 

① メニューから『Copy Disc』のアイコンをダブルクリックして、ウィンドウを開きます。 

② コピー元にするディスクをパソコンのドライブに入れ、コピー先のブランクディスクをNimbie USB内にセットします。

表示されたウィンドウの「Select Source Drive:」を、コピー元ディスクを入れたドライブの番号に切り替えると、下の

項目にディスクの情報が表示されます。下の「Next」ボタンを押して次の項目に移動します。（図1-5-1） 

③ 書き込む条件を設定するウィンドウに切り替わりますので、書込速度（Burning Speed）と作成枚数（Copies）を選択

し、条件が揃いましたら「Next」ボタンを押します。 

④ 設定した書込条件が一覧表示されます。内容に問題がなければ、「Job Title:」内に任意の名前を付け、「Process」

ボタンを押します。（図1-5-2） 

⑤ パソコン内に一旦イメージファイルが作られます。「Job Title:」の下にある「Create Image:」のゲージが溜まっていき

ますので、これが右端まで到達するまでお待ち下さい。終了すると続いて、ディスクの書込が開始されます。この

項目以降は前記【Burn Audio】等と同じ内容です。 

（ 図1-5-1 ） （ 図1-5-2 ） 

この他の操作につきまして、詳しくは別冊の「QQ Boxx Pro3」マニュアル

（英語）をご覧下さい。 
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ImgBurnには、以下の操作メニューがあります。（EZモード） 

「ImgBurn」の操作方法 

【 イメージファイルをディスクに書き込み 】 

既に用意されているディスクイメージファイルをディスクに書き込みます。 

 

【 ディスクからイメージファイルを作成 】 

本機にセットしたディスクを読み込んで、ディスクイメージファイルを作成します。 

 

【 ディスクのベリファイ 】 

本機にセットしたディスクが正常に読み込める（書込みが成功している）かチェックします。 

「イメージファイルと比較する」にチェックを入れておくと、作成元のイメージファイルと比較しながら

チェック（コンペア）が行えます。 

 

【 ファイル/フォルダをディスクに書き込み 】 

ファイルやフォルダを選択して登録し、それらをディスクに書き込みます。 

 

【 ファイル/フォルダからイメージファイルを作成 】 

ファイルやフォルダを選択して登録し、それらをディスクイメージファイルとして作成します。 

 

【 検出 】 

ドライブとメディアを検査し両方の特性をチェックする機能です。 別途「DVDInfoPro」というソフトが必

要となります。そのためサポートは致しかねます。（本マニュアルでも省略させていただきます） 



19 

1. 書き込みを行うブランクディスクを必要枚数、本機のインプットトレイに設置してから、左の中央辺

りにある「出力先」の項を【TEAC DV-W5600S】に選択します。 

2. 右下の「設定」で、書込み速度とコピー枚数を設定します。 

3. 左下のディスクと矢印が描かれたアイコンを押します。（左上の入力元を選択しない場合はここで

自動的に選択画面が開きます） 

4. フォルダツリーの形式で選択画面（「開く」のウィンドウ）が表示されますので、書き込みを実施する

イメージファイルを選択します。 

1. イメージファイルをディスクに書き込み 

5. 書き込みが開始されると、ゲージが表示されて「進行状況」が表示されます。このゲージが100％

になると、そのディスクの書き込みが終了します。（下のバッファ、デバイスバッファは状況により％

が頻繁に上下しますが問題ありません） 

6. 複数枚のコピー枚数を指定している場合は「次のディスクを入れてください...」とウィンドウが出ま

すが、そのまま何もしないままで自動で次が開始されます。もし途中で終了させる場合には、右下

の「キャンセル」ボタンを、有効になったタイミングで押してください。 

7. 指定したコピー枚数分繰り返すと「Operation Successfully Completed!」と画面が表示されて終了

します。 
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1. 読み込みを行うブランクディスクを必要枚数、本機のインプットトレイに設置してから、左の上部に

ある「入力先」の項を【TEAC DV-W5600S】に選択します。（手前の[ ]内の数字や末尾のアルファ

ベットは環境により異なります） 

2. 複数枚の読み込みを行う場合には、右下の「バッチモード」のチェックボックスにチェックを入れて

次へ進みます。一枚のみ読み込みを行う場合にはまず、左の中央辺りにある「出力先」を指定し

ます。右端のフォルダのアイコンをクリックすると、フォルダツリーの形式で保存先を指定する画面

（「名前を付けて保存」のウィンドウ）が表示されますので、保存場所の選択とファイル名の入力を

します。右下の「保存」を押すと画面が戻ります。 

3. 右下の「設定」で、読み込み速度を設定します。スラッシュの左側がデータディスクの速度、スラッ

シュの右側がオーディオディスクの速度です。オーディオディスクは読み込み速度が速い場合に

は、音にノイズが入りやすくなるため、低速での読み込みを推奨します。 

4. 左下のディスクと矢印が描かれたアイコンを押します。 

2. ディスクからイメージファイルを作成 

5. 「バッチモード」を選んだ場合には、読み込んだ複数のデータをイメージ化して保存するための場

所をフォルダ指定で指定します。フォルダの選択画面がフォルダツリーの形式で表示されますの

で、保存するフォルダを選択して右下の「フォルダーの選択」ボタンをクリックして下さい。 

6. 読み込みが開始されると、ゲージが表示されて「進行状況」が表示されます。このゲージが100％

になると、そのディスクの読み込みが終了します。（下のバッファは状況により％が頻繁に上下し

ますが問題ありません） 
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7. バッチモードで実行している場合には「次のディスクを挿入してください...」とウィンドウが出ます

が、そのまま何もしないままで自動で次が開始されます。もし途中で終了させる場合には、右下の

「キャンセル」ボタンを、有効になったタイミングで押してください。 

8. バッチモードで保存されるファイル名は【ボリュームラベル】から自動で生成されますが、もし同名

のボリュームラベルのディスクがあった場合には「ファイル上書きの確認」のウィンドウが表示さ

れ、上書きを行うか、別の名前で保存するのか手動で選択します。何も押さないままにしておくと、

ボリュームラベルの後ろに（1）などが付いた連番のファイル名に自動で変更され保存されます。 

9. インプットトレイにディスクが無くなると自動で処理が終了します。（ウィンドウ表示はされません） 

3. ディスクのベリファイ 

1. 下の画像を参考に、ディスクチェンジャーコントロールの機能を起動させます。 

2. 表示された「自動ローダー制御」の画面で、下の「読み込み」ボタンを押して、ディスクの挿入音が

してから下の「OK」ボタンを押します。 

※ベリファイ時にはオートローダーの使用が全自動では行えません。手動で「チェンジャーコントロー

ル」機能を使って、インプットトレイに設置されたディスクの挿入を行います。また、ベリファイ機能では

複数枚のディスクを自動で実行することはできませんのでご了承下さい。 

3. ディスクが認識したら左下のアイコンが有効になるのでクリックします。ゲージが表示されて「進行

状況」が表示されます。このゲージが100％になると、そのディスクのチェックが終了します。 
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1. 書き込みを行うブランクディスクを必要枚数、本機のインプットトレイに設置してから、左の中央辺

りにある「出力先」の項を選択します。 《ディスクに書き込みの場合→ 【TEAC DV-W5600S】に選

択します。》 《イメージファイルを作成の場合→ 保存先とファイル名を指定します》 

2. 右下の「設定」で、書込み速度とコピー枚数を設定します。 

3. 左下のディスクと矢印が描かれたアイコンを押します。（左上の入力元を選択しない場合はここで

自動的に選択画面が開きます） 

4. 左上の「入力先」の枠の右側にあるアイコンを、希望する指定方法に合わせて選択します。枠内

が書込みを行うファイルまたはフォルダのリストになります。 

4. ファイル/フォルダをディスクに書き込み 

左の枠で選択したファイルをリストに追加 

ファイル単位で選択するウィンドウを開く 

フォルダ単位で選択するウィンドウを開く 

リストに登録された内容を取り消す 

リスト内を全てクリア（削除）する 

5. ファイル単位、フォルダ単位で選択する場合にはウィンドウが開きますので、そこで書き込みを行

うリストに加えたいものを選択していきます。マウスの操作やキーボードのShiftキー、Ctrlキーの

併用で複数を一括して選択することも可能です。 

6. リストに追加されたものが書込みを行いたい内容になりましたら、左下のアイコン「フォルダアイコ

ン → ディスクアイコン」をクリックします。 

5. ファイル/フォルダからイメージファイルを作成 

※この2つのモードは操作方法がほぼ同じため、まとめて表記します 

※上級者向け 

右側の「オプション」タブ内で、データタイプを選択することにより、

ISO9660をはじめとするボリュームラベルやファイル名の制限を緩

和することが出来ます。ただ、こちらの指定によっては一部の機器

で利用が出来なくなる場合がありますので、わかる方のみ変更を

実施して下さい。 
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5. 「ボリュームラベルの確認」のウィンドウが開きます。ここではディスクの名前にあたるボリュームラ

ベルを入力します。入力が有効になっている枠に入力を行います。また【ISO9660】の場合は「数

字、英大文字、“_”（アンダースコア）」しか使えない文字制限があります。それぞれの文字数制限

は下にゲージと数字で表示されています。（ISO9660は32文字まで等） それぞれに入力が完了し

たら下の「はい」ボタンをクリックします。 

6. 書込みを行うファイル数や条件などが表示されますので、内容に問題がなければ「OK」ボタンをク

リックして書込みを開始します。 

7. 書き込みが開始されると、ゲージが表示されて「進行状況」が表示されます。このゲージが100％

になると、そのディスクの書き込みが終了します。（下のバッファ、デバイスバッファは状況により％

が頻繁に上下しますが問題ありません） 

8. 複数枚のコピー枚数を指定している場合は「次のディスクを入れてください...」とウィンドウが出ま

すが、そのまま何もしないままで自動で次が開始されます。もし途中で終了させる場合には、右下

の「キャンセル」ボタンを、有効になったタイミングで押してください。 

9. 指定したコピー枚数分繰り返すと「Operation Successfully Completed!」と画面が表示されて終了

します。 
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