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警告 

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示し

ています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。 



CD ライブラリーへようこそ！ 

 

お買い上げいただきありがとうございます。 この CD ライブラリーは USB 接続により PC で

管理できる CD/DVD の保管と検索システムです。同梱のソフトで簡単かつ素早い検索

を実現できます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。 

 

CD ライブラリーの基礎知識 

 同梱のソフトがインストールされている PC で USB 接続により CD ライブラリーを管

理します。 

 CD ライブラリーに 150 枚の CD/DVD を保管できます。 USB インターフェースを利

用すれば最大 127 台のライブラリーとの接続が可能です（USB ハブを使用した場

合）。つまり、最大 19050 枚の CD/DVD を保管でき、一台のパソコンで管理でき

ます。 

 同梱の「CD ライブラリーWindows 版」は機能性に優れたデータベースです。便利な

検索方法が複数あり、検索は容易です。 

 「CD ライブラリーWindows 版」で歌手名及び曲名で検索できます。これらの情報を

http://www.gracenote.com/gn_japan/よりダウンロードし、データベースに保存す

ることが可能です。 

 映像データの録画もできます。DVD のタイトルが分からない場合、この映像データ

で検索できます（Mac 版のみ）。 

 

取扱説明書について 

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示し

ています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。  

 

お客様サポート 

お客様サポート：csc@dacal.com.tw 

技術サポート： support@dacal.com.tw 

 

 

http://www.gracenote.com/gn_japan/
mailto:csc@dacal.com.tw
mailto:support@dacal.com.tw


同梱品内容 

接続する前に同梱品を確認してください。万一、不足や不良がありましたら、お手数です

がお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

CD ライブラリー本体    ×１ 

CD ライブラリーソフト    ×１ 

AC アダプタ      ×１ 

USB ケーブル     ×１ 

取扱説明書      ×１ 

管理表      ×１ 

鍵       ×２ 

 

必要動作環境 

 対応 PC：PC/AT 互換パソコン 

 CPU：Pentium 166Mhz 以上 

 RAM：64 MB 以上 

 HDD 空き容量：20MB 

 CD-ROM/DVD ドライブ 

 対応 OS：Windows XP･2000 Professional・Me・98SE 

Mac OS 10.2.2 以降 

 

注：Windows XP・2000 の OS では Administrator モードでログインする必要があります。

Windows 95/NT 4.0 は USB インターフェースをサポートしてないため、動作できません。 

 

安全のために 

本製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、間違った使い方をすると、火

災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために注意事項を必ず

お守りください。 

 注意事項にわからない箇所がある場合、お買い求めいただいた販売店にお問合

せください。 

 AC パワーアダプターなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い求めいただい



た販売店にお問合せください。 

 変な音・臭い・煙・液漏れなどが生じた場合、電源を切って、すぐにお買い求めい

ただいた販売店にお問合せください。 

 

インストール方法 

一台のインストール 

1. AC アダプターを CD ライブラリーと電源コンセントに差し込む。 

2. B-type SUB シリアルポートケーブルをライブラリー本体の USB シリアルポートに差し

込み、もう一方の USB A コネクタをパソコンの USB ポートに差し込む。 

 

数台のインストール 

1. AC アダプタ及び USB ケーブルの接続は一台の場合と同様。 

2. 数台をインストールする場合、各ライブラリーの ID はインストールされる順番により決

められます。インストールする前にライブラリーの順番を決めておいてください。 

3. 数台をインストールする際、USB ハブを使う必要がある場合もあります。 

 
注意   

• 新しいデバイスをパソコンに接続する際、ドライバをインストールする必要がある場合

があります。この場合、ドライバの場所を指定せずに、「適切なドライバを自動的に



検索する」を選んでください。 

• ライブラリーを積み重ねることができますが、3 台以上のラブラリーを積み重ねることは

おすすめできません。 

 

インストール確認 

1. AC アダプターを CD ライブラリーと電源コンセントに差し込みます。電源が正しく入っ

ている場合、LED が点灯し、ターンテーブルが自動的に回転します。 

2. USB ケーブルを接続します。USB ケーブルが正しく接続されている場合、ライブラリ

ーが位置調整のために一度回転します。 
 
スタンドアロン運用 
 ディスクの保管：本体の前面扉を開き、ディスクの名前を管理表に記入します。記

入した表の番号に合わせて保管ナンバーを正面右上の検索ボタンに入力します。

Enter ボタンを押すとディスクの保管スロットが自動的に出ます。 ディスクをスロット

に載せ、再び Enter を押すと、ディスクが保管されます。 

 ディスクの検索・取り出し：管理表でディスク名を検索します。ディスクを決めたら、

検索ボタンで入力し Enter ボタンを押します。検索したディスクが自動的に表に出

ます。別のディスクを検索したい場合、Enter を再度押してトレーを収納してから、

再検索してください。  

 
表示画面 

検索ボタンを押すと表示画面の番号が変わります。特定のスロットを選択したい場合､表

示画面にスロットの番号を表示させ Enter を押します。CD ライブラリーは選択した CD を

取り出します。別の CD を選択したい場合、同じ手順を繰り返します。節電のため、しば

らく使わないと表示画面がオフになります。 

 
ロック 
セキュリティのため、本体のドアを閉じてから、必ず鍵をかけてください。鍵をかけると前面

扉及び上部ケースを開けられません。 

 



 
トラブルシューティング 

障害物が入っている 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

上部ケースを開き、障害物を取り除いてください。取り除いてから、上部ケースを元

に戻し、ライブラリーをリセットしてください。 

インストール CD を読み込めません 

ディスクに傷が入っているかどうかご確認ください。 

CD ドライブが正しく動作されているかどうかご確認ください。 

ソフトをインストールできません 

お持ちのパソコンの動作環境が必要動作環境の条件を満たしているかどうかご確

認ください。 

ソフトはライブラリーを認識しません 

電源が入っていること、また USB ケーブルが正しく接続されているかどうかご確認くだ

さい。CD ライブラリーソフトを起動し、本体の ID 番号を検索してください。番号が表

示されていない場合、USB ケーブルの接続を確認してください。 

ディスクが詰まっている 

上部ケースを開き、ディスクを取り出してください。取り出したら上部ケースを元に戻

し、リセットを押してください。再びディスクを CD スロットに載せてください。 

詰まっているディスクを取り出せない 

すぐにお買い求めいただいた販売店にお問合せください。   

電源が入らない 

AC アダプターがコンセントに正しく差し込まれているかどうかご確認ください。AC アダ

プターに破損があるかどうかご確認ください。  

注：これ以外の症状に関しては、お買い求めいただいた販売店にお問合せください。  

 

仕様 

対応メディア：12cm ディスク（CD, CD-R, CD-W, DVD） 

サイズ：350mm×180mm(H) 

最大収容：ディスク×150 枚 

コネクタ形状：USB ポート 



• 

• 

• 

ソフト言語：英語、スペイン語、イタリア語、フランス語、ドイツ語、中国語、日本語、

韓国語 

電源：DC 9V/1 A 

動作環境： 

 Pentium 166 MHz 以上 

 USB ポート 

 Microsoft Windows 98/2000/ME/XP 

 RAM：8 MB 

 HDD 空き容量：16 MB 

 CD-ROM/DVD ドライブ 

 

テレビ/ラジオの受信障害について 

本製品は、FCC の定めるクラス B のコンピュータ機器に対する許容条件に基づき、所定

の審査の上、FCC-15 章の規定内容に適合するものとして認定されています。 

FCC-15 章は居住環境において防止すべき受信障害の規制基準を定めたものですが、

装置の設置状況によっては受信障害が発生する場合があります。 

 

CE 基準 

欧州の CE 基準に適合しています。本製品は電磁妨害（EMI）を生じることはなく、電磁

妨害に影響されることもありません。 

 
室内でのご利用 
本製品は室内でご利用いただくために設計されています。室外でのご利用は保証しませ

ん。あらかじめご了承ください。 

 

使用上のご注意 
ディスクを取り出す際、信号面に指紋、汚れ､ほこりなどが付かないようにご注意ください。

ディスクを利用したのち、必ず元の場所に戻してください。 

ライブラリーを使用していないときは、電源を切り、ドアを閉じてください。 

 



 

注意 
下記の注意を守らないと故障またはケガの原因となることがあります。  



 


