OHDEN

CD/DVDデュプリケーター

DX

シリーズ

オープンプライス

DX-1、DX-3、DX-5、DX-7、DX-9
DX-11、DX-13、DX-15

CD・DVDを高速コピー。
PCなしで、カンタン操作。
安心の「ドライブ1年保証」

サポートメディア

モデル名
搭載HDD

CD-R / DVD-R
DX-1

DX-3

DX-5

無し

DX-11

DX-13

DX-15

11

13

15

DVD-ROMドライブ × 1
1

3

最大書込み速度

5

7

9

DVD-R：16倍速（※推奨は6倍速）、 CD-R：32倍速

最大書込み速度

DVD-ROM, DVD-Video, CD-ROM, Video-CD等

メモリ
表示

DX-9

250GB × 1

読取りドライブ数
書込みドライブ数

DX-7

128MB

256MB

20文字 × 2行（バックライトLCD） 日本語 / English / Spanish / French / German / Italian

消費電力
コントロールボタン

4個のプッシュボタン装備（Up、Down、OK、Esc）

搭載ドライブ

国内メーカー製 DVD-R/RWドライブ

動作形態

スタンドアローンタイプ（PC不要）

動作湿度

20％〜80％ （結露しないこと）

寸 法 （ 幅 ）×（ 高 ）×（ 奥 ）m m 178×305×216 189×340×302 190×530×380 190×530×468 190×530×557 190×530×660 190×530×762 190×530×839
電源
重量

AC100V ±10％
5.4kg

7.3kg

保証期間

11.8kg

1年間

14.5kg

17.3kg

20.4kg

24kg

25.9kg

初期不良を含め、交換・修理はセンドバック方式にて対応いたします。
納入時の箱は、修理時の発送の際に必要ですので、大切に保管して下さい。

【ご注意事項】ご注文の前に必ずお読み下さい。
※本製品はCDまたはDVDのデュプリケート専用機ですので、他の用途には使用出来ません。
※本機器のリバースエンジニアリング、解体、改造、製造はしないで下さい。保証対象外になります。
※コピーガードや特殊な処理が施されているメディアはコピーできなかったり、コピーできても正しく再生できない場合があります。
※メディアによってはコピーできなかったり、コピーできても正しく再生できない場合があります。
※ソースとターゲットは、メーカー、速度、容量が同じものをご使用下さい。異なるとエラーになる場合があります。
※マスターメディアの収録内容が公序良俗に反していないか、民法、刑法などの各種法律・著作権・パプリシディー権・プライバシー・肖像権などの権利に觝触していないか、
充分にご確認ください。
※マスターメディアの収録内容に関しては、お客様の責任においてご依頼いただけますようお願いいたします。 本確認事項に反した事実があり、その為に弊社が損害を被った場合、
その損害の一切をお客さまにご負担いただきます。

DX シリーズ

CD/DVD Duplicator

各部名称

書込みドライブ（受け）

コントロールパネル

※写真はDX-1です

電源スイッチ

読込みドライブ（マスター）

機能一覧

・

ボタンでモードを切り替え、
「 OK 」ボタンで実行できます。

1. コピー

ＣＤまたはＤＶＤのコピーを行います。

2. テスト

ＣＤ-ＲまたはＤＶＤ-Ｒのテストコピーを行います。

3. コンペア

書き込まれたディスクと、マスターソースに差違が
ないか、Bit 単位で比較し確認を行います。

4. テスト＋コピー

12.6 ブザー

書き込み終了時などに鳴る、ブザーの『オン』
・
『オフ』を設定します。

12.7 スタートアップメニュー

デュプリケーターを起 動した時に、一番最初に
表 示されるメニューを設 定します。

12.8 スクリーンセーバー

スクリーンセーバーを設定できます。

テスト後、問題無い場合、コピー作業へ移行します。

12.9 デュプリモード
5. コピー+コンペア

コピー後、コンペア作業へ移行します。

6. ベリファイ

メディアの読み込みエラーをチェックします。

7. コピーソクド センタク

書き込み速度の設定を行います。

8. ソース センタク

マスターデータの読み込みドライブを、
「ディスク」
または「ハードディスク」のどちらにするか設定します。

9. サクジョ

CＤ-ＲＷまたはＤＶＤ-ＲＷに書き込まれている情報
を削除します。完全削除とクイック削除があります。

10. HDDセットアップ

内蔵ハードディスクに関する設定を行います。

11. オーディオトラック ヘンシュウ

複数の音楽ＣＤ情報を、一枚のＣＤにまとめること
が出来ます。

12.2 オートスタート

12.3 リードエラー スキップ

12.4 ＣＤコピーモード
12.5 ＭＡＸオーディオ＆
ＶＣＤソクド

12.10 カウンター

コピー枚数をカウントする機能の『オン』
・
『オフ』
を設定します。

12.11 オートコピー

メディアを認識した時点で、ボタンを押さなくても
書き込みがスタートする機能

12.12 DVD+Rコンパチモード 『ＤＶＤ+Ｒ』の書き込み品質を向上します。
12.13 ドライブノ セイギョ

指定したドライブを停止状態にすることが出来ます。

13. ユーティリティー
13.1 ゲンゴ センタク

日本語、英語、スペイン語、
ドイツ語、フランス語、
イタリア語、スウェーデン語から言語選択ができます。

13.2 プリスキャン

マスターディスクのバッドセクターの有無を調査
します。

日本語、英語、スペイン語、
ドイツ語、フランス語、
イタリア語、スウェーデン語から言語選択ができます。

13.3 システム ジョウホウ

コントローラーのファームウェア、CPU、メモリー
の情報を参照します。

『コピー』、
『テスト』、
『テスト＋コピー』、
『コピー＋
コンペア』の一連の作業を自動で行うことができます。

13.4 デバイス ジョウホウ

搭載されている、
ドライブ情報を参照します。

13.5 ロード デフォルト

デュプリケーターの設定を工場出荷時の初期状態
に戻します。

13.6 アップデート ファームウェア

アップ デ ー タ が 記 録 さ れ たＣＤを 使 用して 、
コントローラーのファームウェアを更新します。

12. セットアップ
12.1 ゲンゴ センタク

『オンザフライ』と『ロード＆コピー 』での一連の
作業を簡易化します。

小さな傷などによるリードエラーが発生しても、
書き込み作業を続行する設定をします。
『ディスクアットワンス』または『トラックアットワンス』
のどちらでコピーするか設定します。
オーディオＣＤやビデオＣＤに適した速度の設定
をします。

14 アカウント カンリ

アカウントとパスワードを設定することにより、
使用者を制限する機能です。

このカタログは、2010年6月発行です。記載の内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。
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デュプリケーター専門サイト

http://www.デュプリケーター.com

microSD/SDカード価格サイト

http://www.sd.ohden.com

