
① アクセス LED ディスクへのアクセス時に点滅します。 
② イジェクトボタン ディスクトレイを開きます。
③ イジェクトホール イジェクトボタンを押してもディスクトレイが開かない場合、電源
  を切った状態でピンなどの細長い棒状のものを挿入して強制的に
  ディスクトレイを開きます。
④ USBポート 接続したUSBメモリ内のデータのバックアップやCD/DVDのラ
　（タイプA） イティングを行う際にUSBメモリを接続します。
  
⑤ リセットスイッチ 5 秒間の長押しで、すべての設定を工場出荷時の設定に戻します。
⑥ USBポート 本製品では使用しません。
　（Mini-B）
⑦ 電源コネクタ差込口 付属のACアダプタの電源コネクタを差し込みます。
⑧ -  本製品では使用しません。 
⑨ ワイヤレス LED 点灯：ワイヤレスで利用可能な状態です。
  点滅：データ転送中です。
⑩ USB LED 点灯：USBメモリが接続されています。
  点滅：USBメモリへアクセス中です。
⑪ MODE LED 点灯：起動が完了し、操作可能です。
  点滅：起動中です。

セットアップガイド

電源プラグ カバー製品本体

前面

背面

L E D

ACアダプタ

本製品について

R03W004A V01

発売元　KDDI 株式会社
　　　　沖縄セルラー電話株式会社
製造元　ロジテック INAソリューションズ株式会社

本製品についての接続対応など最新の情報へはスマートフォン /タブレットの内蔵
カメラで右のQRコードを読み取る事で簡単にアクセスできます。また、パソコン
からは以下のURLにアクセスしてください。

http://logitec.co.jp/connect/av/auplus1.html

お使いの機器やOSのバージョンによって、操作が異なることがあります。スマートフォ
ン/タブレットの操作についての詳細は、 お使いの機器に付属の取扱説明書を参照して
ください。

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などありましたら、ロジテックテクニカルサポー
トセンターまでご連絡ください。

このたびは、ワイヤレスDVDドライブ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。

パッケージ内容

各部の名称とはたらき

対応ディスクついて

※ 8cmディスクも使用できます。
※ カートリッジに入ったDVD-RAMディスク（TYPE-2、TYPE-4）は、カートリッジから
　 出して 使用してください。

対応ディスク 書き込み 読み込み

DVD-RAM 4.7/9.4GB 対応 対応
対応 対応
対応 対応
対応 対応
対応 対応

対応 対応
対応

非対応

非対応

対応

DVD+R 2層、
DVD+R 1層、

DVD-R 2層

DVD-R 1層
DVD+RW

DVD-RW
DVD-ROM
CD-R、
CD-ROM

CD-RW

※ワイヤレス接続の場合DVDへの書き込み速度は等倍速となります。

■無線 LAN接続でのご注意
※本製品をご使用する場合は、デュアルコア以上のCPUを搭載したスマートフォン／タブレットのみの
　対応になります。
　詳細は、上記のURLまたはQRコードより対応機種一覧表をご参照ください。
　デュアルコア以上のCPUを搭載した場合でも、使用環境およびCPUの使用状況によっては、再
　生の停止、コマ落ち、画像の乱れ、書き込みエラーなどが発生する場合があります。
※本製品を無線 LAN接続する場合は、スマートフォン／タブレットとの 1対 1での使用になります。
※背面に装備しているUSB Type A (USBホスト機能ポート )は、USBメモリーのみの接続とな
　ります。
※DVD DL への書込みは、一度に 4GB以上のデータが必要となります。
※スマートフォン／タブレットからDVDへデータバックアップをする場合
　①本体背面のUSBポートにUSBメモリーを装着 (別売 ) する必要があります。
　　(USBメモリー空き容量：32MB以上 )
　②DVD/CDディスクの追加書き込みはできません。
　③DVD/CD RW ディスクの消去機能はご使用できません。
※地上波デジタルテレビ放送などを、HDDレコーダーなどで録画した (CPRM保護 ) メディアは再
　生できません。
※バックアップの作業領域として、バックアップする容量以上の空き容量がスマートフォンに必要です。
※iOS 端末からは、動画のバックアップはできません。写真のみとなります。

ハードウェア仕様

対応機器（※）  スマートフォン、タブレット端末
   ( デュアルコアCPU以上を搭載した端末 )
対応OS（※）  iOS 5.0.1 以降
　　   Android 2.3 以降
インターフェース  USB2.0
無線 LAN   IEEE802.11 b/g
環境条件 動作時 温度 10℃～３５℃
  相対湿度 20％～ 80％( 但し、結露無きこと )
 保管時 温度 -10℃～ 50℃
  相対湿度 10％～ 90％
設置方向   水平
外形寸法   約１５０×２５×１９８mm
質量   約４３０g( 本体のみ )
ACアダプタ仕様  電源仕様（入力）AC100V -240V  50/60Hz 
   電源仕様（出力）DC5V /4A

※詳細は、左下のURLまたは、QRコードより最新の接続対応をご確認ください。

ワイヤレスDVDドライブ : R03W004A

表示された電源で使用してください。
　電源コードまたはACアダプタは必ずAC100Vのコンセントに接続してください。

電源コードやACアダプタは破損しないように十分ご注意ください。
コード部分を持って抜き差ししたり、コードの上にものを乗せると、被覆が破れて感電／火災の原因となり
ます。

本製品内部のレーザー光線を直視しないでください。

浴槽、洗面台、台所の流し台、洗濯機など、水を使用する場所の近傍、湿気の多い地下室、水泳プールの
近傍やほこりの多い場所では使用しないでください。
電気絶縁の低下によって火災や感電の原因になります。

●

■本製品を正しく安全に使用するために

●  万一、異常が発生したとき。
本体から異臭や煙が出た時は、ただちに電源を切り、
電源プラグをコンセントから抜いてロジテックテクニカルサポートセンターにご相談ください。

● 異物を入れないでください。

● 分解しないでください。

● 電源コードの抜き差しには注意してください。

● 電源プラグの接触不良やトラッキング。

□ 電源コードを差し込むとき、または抜くときは必ずコネクタを持って行ってください。無理にコードを
引っ張るとコード内の導線類の一部が断線してその部分が過熱し、火災の原因になります。

□ 休暇や旅行などで長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントからを抜いてください。
使用していないときにも通電しているため、万一、部品損壊時には火災の原因になります。

□ 電源コードを抜き差しするときは、乾いた手で行ってください。濡れた手で行うと感電の原因になり
ます。

付属のACアダプタは次のようにしないと、トラッキングの発生や接触不良で過熱し、火災の原因になり
ます。
○ コード類は根元までしっかり差し込んでください。
○ コード類はほこりや水滴が付着していないことを確認し、差し込んでください。付着している場合は乾
いた布などで拭き取り差し込んでください。

取り扱い上のご注意

・本書では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意事項を
　読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。

本書に記載されている以外の操作や動作は行わないでください。装置について何か問題が発生した場合は、電源を切
ったあと、ロジテックテクニカルサポートセンターまでご連絡ください。

コネクタの差し込み口などなどから、金属類や燃えやすいものなどを入れないでください。その
まま使用すると感電や火災の原因になります。万一、異物が入った場合は、ただちに電源を切りロ
ジテックテクニカルサポートセンターにご相談ください。

自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。特に電源内部
は高電圧が多数あり、万一、触れると危険です。

●

●

●

濡れた手で触らないでください。
本製品を濡れた手で触ると、感電／故障の原因となります。

本製品を小さなお子様の手の届く場所へ放置しないでください。
機器を損傷する可能性があるだけでなく、お子様がケガをする危険があります。

● 装置の上に物を置かないでください。

● 揮発性液体の近くの使用は避けてください。

● 日本国以外では使用しないでください。

本製品の上に重いものや、水の入った容器類、または虫ピン、クリップなどの小さな金属類を置かない
でください。故障や感電、火災の原因になります。

マニキュア、ペディキュアや除光液などの揮発性液体は、装置の近くで使わないでください。装置の中に入
って引火すると火災の原因になります。

この装置は日本国内専用です。電圧の違いや環境の違いにより、国外で使用すると火災や感電の原因に
なります。また他国には独自の安全規格が定められており、この装置は適合していません。

○ 本製品およびケーブル類の接続端子部分には触れないでください。
  （故障の原因になります。）

■ 設置時のご注意

■ 移動・輸送時のご注意

■ レンズ・ディスクのお手入れ  - 本製品の電源を切って行ってください -

電源コードまたはACアダプタのプラグはなるべくコンセントに直接接続してください。
タコ足配線や何本も延長したテーブルタップの使用は火災の原因となります。

電源コードまたはACアダプタのコードは必ず伸ばした状態で使用してください。
束ねた状態で使用すると、過熱による火災の原因となります。

本体が汚れた場合は必ず電源を切ってから、柔らかい布に水または薄めた中性洗剤を含ませ、固くしぼった後に、
軽くふいてください。（本体内に垂れ落ちるほど含ませないよう気をつけてください。）
揮発性の薬品（ベンジン・シンナーなど）を用いますと、変形／変色の原因になる事があります。

メディアの取扱いについて
本製品で使用するメディアに関しては、購入したメディアの取扱説明書等に従って正しい取扱いをしてください。
傷がついていたり折れ曲がったメディア等を本製品で使用すると故障の原因となります。

電源を一度「OFF」にした時は5秒以上たってから「ON」にしてください。

本製品を長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。

オーディオCDを再生するときは
本製品を使用して、オーディオCDを再生する場合には、必ず最初に音量を最小にして、適切なレベルまで少し
ずつ上げてください。
これを行わないと機器や聴覚に障害を発生する場合があります。

映像や音楽作品は著作権法の保護を受けています。
本製品のご使用にあたっては、著作権法で定められた範囲を逸脱しないようにしてください。
本製品で変換／保存した映像や音楽作品は、個人的な環境で私的使用する場合以外、著作権利者本人の許諾無
く使用する事は、著作権法で固く禁じられています。違法なコピーは絶対に行わないでください。

○  本製品を移動するときは、ディスクを取り出し、必ず本製品に接続されているすべてのケーブ
ル類を取り外してください。

  　トレイを閉じておくことも忘れないでください。
○  本製品を移動や輸送するときは、落としたり、ぶつけたりしないでください。

その他の注意事項

●

●

● 高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。屋外での使用は禁止
します。また、周辺の温度変化が厳しいと内部結露によって誤作動する場合があります。

● 本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用 /保管は
避けてください。

● ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与えることがあります。また、近くにモーター等の
強い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤作動する場合があります。必ず離してご使用く
ださい。

● 浴室、洗面台、台所の流し台、洗濯機など水を使用する場所の近傍、湿気の多い地下室、水泳プー
ルの近傍やほこりの多い場所では使用しないでください。電気絶縁の低下によって火災や感電の原因
になります。

● 装置の梱包用ポリ袋はお子様の手の届くところに置かないでください。かぶったりすると窒息する
おそれがあります。

●

●

コネクタなどの接続端子に手や金属で触れたり、針金などの異物を挿入したりしないでください。
また、金属片のある場所に置かないでください。発煙や接触不良などにより故障の原因になります。

●

 電源コードは足などをひっかけないように配線してください。足をひっかけるとけがや接続機器の故障
の原因になります。また、大切なデータが失われるおそれがあります。ケーブルの上に重量物を載せな
いでください。また、熱気具のそばに配線しないでください。ケーブル皮膜が破れ、接続機器などの故障の
原因になります。

●

本製品の稼働中にACアダプタを抜かないでください。データの損失や機器の故障の原因になります。●

 本製品を廃棄する場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃棄してください。

○ 長時間使用すると、本製品のレンズ、ディスクにほこりが付着して、正常に読み書きできなくな
る恐れがあります。

　使用環境や使用回数によって異なりますが、市販のレンズクリーナーやディスククリーナーなど
を用いて、約1年に一度お手入れをすることをお勧めします。

本製品は、スマートフォン、タブレットなどと無線LAN接続による使用が可能ですが、接続先の機器により設定方法
や注意事項が異なります。ご使用の際は、これらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。

■ 使用するときは

■ 本機表面のお手入れ  - 本製品の電源を切って行ってください -

■ トレイ部のお手入れ  - 本製品の電源を切って行ってください -

無線 LAN接続時のセキュリティに関するご注意
（お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項です。）

　本製品と iOS/Android 端末とは有線接続でパソコンにつなぐ代わりに無線電波を利用して直接パソコン
と情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に接続が可能であるという利点があります。
その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁等）を超えてすべての場所に届くため、セキュリティに
関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

●通信内容を盗み見る
悪意がある第三者が、電波を故意に傍受し、
○iOS/Android 端末と本製品間で通信しているデータ内容を盗み見る。
●不正に侵入される
　悪意がある第三者が無断で本製品を接続した iOS/Android 端末へアクセスし、
○共有フォルダ内の個人情報を取り出す（情報漏洩）
等の行為を行われてしまう可能性があります。

本製品はこれらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますが、設定や運用方法によっ
て上記に示した様な問題が発生する可能性があります。
従って、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、本製品をご使用の前に、必ずセキュ
リティに関する全ての設定をマニュアルに従って行ってください。
なお、本製品の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られる事もありますので、ご理解の上ご
使用ください。
セキュリティ設定などについては、お客様ご自身で対処できない場合は、ロジテックテクニカルサポート
センターまでお問い合わせください。
当社ではお客様がセキュリティに関する設定を行わないで使用した場合の問題を充分に理解した上で、お
客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお勧めします。

※セキュリティの設定を行わず、または本製品の仕様上やむを得ない事情によりセキュリティ問題が発生
してしまった場合、弊社では、これによって生じた一切の責任を負いかねます。

○ カートリッジ付きのDVD-RAMメディア（TYPE-2、TYPE-4）をご使用の際は、必ずカートリッジ
から取り出した状態でセットしてください。

  （TYPE-1のDVD-RAMメディアは使用できません。）
○ トレイタイプのDVDユニットをご使用の場合、トレイは出したまま放置しないでください。
     内部にホコリが入り、故障の原因となります。
○ トレイまたはスロット部分には本製品で使用可能なメディア以外はセットしないでください。
     故障の原因となります。
○ 8cmディスクを使用するときは市販の8cmアダプタは使用しないでください。
○ 本製品に磁石など磁気を持つものを近づけないでください。
   （磁気の影響で、動作が不安定になることがあります。）
○ 本製品が結露した状態で使用しないでください。
    寒い場所から暖かい場所へ急に持ち込むと、水滴が付着（結露）し、誤動作、故障の原因になります。
○ 揮発性の殺虫剤などがかからないようにしてください。
   （外装ケースの変形や、塗装がはげる原因になります。）
○ 隣接しているテレビやラジオに雑音が入るときは、2m以上離すか、コンセントを別にしてください。

○ 汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください。
○ 汚れがひどいときは、薄めた台所用洗剤（中性）を布に浸し、よく絞ってからふいてください。
○ 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。
○ ベンジンやシンナーなどの溶剤を使わないでください。

○ トレイ部の汚れがひどいときには、ディスクのクリーニングとあわせて、トレイ部を清掃してくだ
さい。

○ 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。

電波に関する注意事項

その他の注意事項（続き）

本製品はレーザー光線を使用して、記録型メディアへの書き込み、読み込みを行います。
この光線が直接目にあたると、視力障害を及ぼす恐れがありますので、本製品の起動中に内部をのぞいた
り、分解した状態で電源を入れたりしないでください。

水場で使用しないでください。

電源コードやACアダプタを大切に。

●

●

●

●

●

●

●

●

ご使用の際は、接続機器の取扱説明書に従ってください。



サポートサービスについて

※ PHS、一部の IP 電話はご利用になれません。

お問い合わせの前に…
◆ 本セットアップガイドを見て、接続の状態・注意事項をもう一度ご確認ください。
　 OSにより、特別な注意が必要な場合があります。
　よくあるお問い合わせをwebにてご案内しておりますのでご確認ください。
   http://qa.elecom.co.jp/faq_list.html?category=375
※ 問題が解決しない場合は、ロジテックテクニカルサポートセンターまでお問い合わせください。

修理受付窓口のご案内

■修理について
● 修理依頼品については、下記に示す弊社修理受付窓口にお送りいただくか、ロジテック テクニカル
　 サポートセンターにご相談ください。
● 初期不良 /修理のご依頼は、下記修理受付窓口へご依頼ください。
● 保証期間内の修理は保証規定に従い修理いたします。ご購入年月の証明（領収証、レシート）等を
　 添えてご依頼ください。
● 保証期間後の修理につきましては、有料となります。ただし、製品終息後の経過期間によっては、
  部品などの問題から修理できない場合がありますのであらかじめご了承ください。

■修理ご依頼時の注意事項

 

・ お送りいただく際の送料および、梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担になります。

 

・ 購入年月の確認できる保証書、またはレシート、保証書シールなど、ご購入日が確認できるものを
修理依頼品に添付してください。

 

・ 必ず、「お客様のご連絡先（ご住所／電話番号）」「故障の状態」を書面にて添付してください。

 

・ 保証期間経過後の修理については、お見積もりの必要の有無、または修理限度額および連絡先を
明示のうえ、修理依頼品に添付してください。

 
・ 

ご送付の際は、緩衝材に包んでダンボール箱 ( 本製品の梱包箱、梱包材を推奨します )等に入れて、
お送りください。

 
弊社Webサイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。

 
・ お送りいただく際の送付状控えは、大切に保管願います。

■修理受付窓口（修理品送付先）

 

■個人情報の取り扱いについて

 

ロジテックテクニカルサポートセンター
（ナビダイヤル）
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■よくある質問 （FAQ）
Q: モバイルバッテリでワイヤレス利用可能ですか？
A: 製品仕様上利用できません。必ずACアダプタでのご利用となります。

Q:DVDの再生が頻繁にコマ落ちします。
A: スマートフォンのCPUパワーが不足している可能性があります。
　DVD視聴中の画面をタップし、右肩の「SW100」をタップして　
　「SW50」「SW25」をタップして画角を落として視聴してください。

Q:Bluetooth ヘッドホンは使用できますか？
A: 同じ周波数帯を使用し電波干渉の可能性があるため、推奨しません。

Q: 地デジを録画したDVDは再生できますか？
A:CPRMで保護されたメディアは再生できません

修理依頼、製品に関するお問い合わせなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、修
理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上、アンケ
ート調査等、これらの目的のために関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関
、行政機関から法的義務を伴う開示請求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者へ
の開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って管理いたしますのでご安
心ください。

Logitec Wi-Fi DVD appを使用します（続き）

CD/DVDの作成について

音楽CDを再生します。

● 無線LAN接続では、本製品とスマートフォン / タブレットの間に遮蔽物が無い場合、最大約12m
 　離れた距離で通信できます。屋内で木造の壁などが間にある場合は、通信が途切れる事があります。
●ワイヤレス接続での通信は、本製品とスマートフォン / タブレット間のみの通信になります。

スマートフォン/タブレットや
USBメモリのファイルを管理
します。保存場所の変更や、フ
ァイル名の変更、ファイルのコ
ピー/削除ができます。

● CD/DVDを作成するには、USBメモリ（市販品）を本製品に接続する必要があります。
● スマートフォン/タブレットからは、すでに書き込み済みのCD-R/-RW/+R/+RW、DVD-R/-
　 RW/+R/+RWへの追加書き込みはできません。
● スマートフォン/タブレットからは、CD-RW/+RW、DVD-RW/+RWの 書き込み済みデータの消
　 去はできません。
● 2層式のDVDメディアへの書き込みは、一回の書き込みに4GB以上のデータが必要です。

1. CDをディスクトレイにセットします。
2. 「Audio CD Player」をタップします。
3.  再生する曲を選択します。

1. 「File Manager」をタップします。
2. 管理したいファイル /フォルダを表示します。
3. 管理したいファイル /フォルダを押し続けます。
4. 表示されたメニューからコピー /移動 /名前変更 /
　 削除のいずれかをタップします。

使用上のご注意

準備をしましょう
スマートフォン/タブレットにLogitec Wi-Fi DVD appをインストールし、本製品と無線LAN接続します。

「PUSH」を押しながらスライドさせてACアダプタの
カバー取り外します。

電源プラグをACアダプタに取り付けます。
「カチッ」と音が鳴るまで押し込みます。

ACアダプタを本製品の電源コネクタとコンセントに接続します。
本製品が起動し、MODE LEDが点滅します。本製品が完全に起動し、
MODE LEDが点灯に変わるまでお待ちください。

　

スマートフォン/タブレットで使用する
● お使いのスマートフォン、タブレットのOSバージョンによって操作が異なる場合がありま
 　す。スマートフォン/タブレットの操作についての詳細は、お使いの機器に付属の取扱説明
　 書を参照してください。

1. 電源を入れます

SSID: -ps8wｘｘｘｘ（ｘは任意の英数字） 　　　
Password: XXXXXXXX小文字の英数字8文字

WiFi DVD appをインストールします。

1. App Storeを開きます。
2. 「Logiteｃ Wi-Fi DVD」を検索します。
3. 画面の指示にしたがってインストールします。

■ iOSの場合

1. Playストア（Google Play）を開きます。
2. 「Logiteｃ Wi-Fi DVD」を検索します。
3. 画面の指示にしたがってインストールします。

■ Android の場合

本製品の底面のラベルの下部に記載されている以下の情報を確認してくださ
い。

1. メニューから「設定」をタップし、「無線とネット
ワーク」をタップします。

2. 「Wi-Fi」をタップしてONにします。

■ Android の場合

スマートフォン/タブレットのWi-Fi設定を変更します。

■ iOSの場合

● 本製品へ無線LAN接続時はインターネット接続はできません。

2. Logitec Wi-Fi DVD appをインストールします

3. 無線LAN接続します

1. 「設定」をタップし、「Wi-Fi」をタップします。

2. 「Wi-Fi」を「オン」にします。

3. 一覧から　 で確認したSSIDをタップします。 

4.　  で確認したPasswordを入力し、「接続」をタップします。 

● Passwordの入力は、ラベルの記載をよく確認
　 のうえ、正しく入力してください。

4.  利用可能なネットワークの一覧が表示されますので　 で
  確認したSSIDをタップします。

※-ps8wｘｘｘｘ（ｘは任意の英数字）

※パスワードは小文字の英数字8文字です。
5.　  で確認したPasswordを入力し、「接続」をタップします。 

● Passwordの入力は、ラベルの記載をよく確認の
　 うえ、正しく入力してください。

使ってみましょう
初回設定時以降は、以下の流れで本製品を使用します。

ACアダプタを
取り外します。

● Wi-Fiを使用していない
　無線LAN機能をオフにします。
● 別のネットワークに無線LAN接続している
　SSIDを切り替えて、
　別のネットワークに無線LAN
　接続します。

DVD/CD/USBメモリの
コンテンツを再生します。
データを管理します。
DVD/CDを作成します。

● 無線LAN接続を使用していない
　無線LAN機能をオンにします。
● 別のネットワークに無線LAN接続して
　 いる

　SSIDを切り替えて、
　本製品に接続します。

ACアダプタを
接続して本製品を
起動します。

DVDを再生します。
■ DVD Player

Logitec Wi-Fi DVD appを起動します。

起動すると、本製品に自動的に接続され、メイン
ウィンドウ下に、
「WiFi Portable DVD Drive」と表示されます。

4. Logitec Wi-Fi DVD appを設定します

Logitec Wi-Fi DVD appを使用します

無線LAN接続で本製品を使用している間は、お使いのスマートフォン/タブレットか
らインターネットへアクセスすることはできません。

USBメモリに保存したビデオ
ファイルを再生します。

USBメモリに保存し
た音楽ファイルを再
生します。

スマートフォン/タブレットや
USBメモリ、CD/DVDにある写真
ファイルのバックアップを作成し
ます。

スマートフォン/タブレットや
USBメモリ、CD/DVDにある
ファイルのバックアップを作成
します。

「Logitec WiFi DVDに接続出来ません」と表示された場合

右のようなメッセージが表示された場合、本製品との
無線接続が正しく行われていません。

この場合、ご使用の端末から一度本製品との無線 LAN接続設定（SSID）を削除して、再度、「3. 
無線LAN接続します」を参照し、本製品とスマートフォン／タブレットとのワイヤレス接続を行っ
てください。

・ 無線 LAN接続設定（SSID）を削除するには、本製品名を長押し、またはタップして「ネットワー
　クから切断」（Android の例）もしくは「このネットワーク設定を削除」（iOS）を選択します。
　ご使用の端末からの削除方法が分からない場合は以下の FAQもご参照ください。

iOS7端末の無線 LAN設定削除方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5283

AndroidOS の無線 LAN設定削除方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5084

1.「Photo Backup」をタップします。
2. バックアップしたいアルバムを選択します。
3.「Next」をタップします。
4. バックアップ先のデバイスを選択します。
5. バックアップ先のフォルダを選択します。
6.「Backup Here」をタップします。
7.「StartBackup」をタップします。

※ iOS 端末からは、動画のバックアップはできませ
 　ん。写真のみとなります。
※バックアップの作業領域として、バックアップす
　る容量以上の空き容量がご使用の端末に必要です。

1.「Smart Backup」をタップします。
2. バックアップ元のデバイスを選択します。
3. バックアップしたいファイルの場所を選択します。
4. バックアップしたいファイルを選択し、「Next」を
　 タップします。
5. バックアップ先のデバイスを選択します。
6. バックアップ先のフォルダを選択します。 
7.「Backup Here」をタップします。
8.「Start Backup」をタップします。
※バックアップの作業領域として、バックアップす
　る容量以上の空き容量がご使用の端末に必要です。

本製品を無線 LAN接続でご使用になる場合、以下の点にご注意ください。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている
移動体識別用構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。
1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定省電力無線局が運用されていない事を確認して
ください。

2. 万一この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変
更するか又は電波の発射を停止した上、ロジテックテクニカルサポートセンターにご連絡頂き、混戦回避のための処置
等（例えば、パーティションの設置等）についてご相談してください。

3. 携帯電話・PHS・テレビ・ラジオの近くでは出来るだけ使用をお控えください。
　これらの機器は本製品と別の周波数帯域を使用しているため電波干渉がおこる事はありませんが、ノイズなどの原因
となる場合がございます。

4. 本製品とご使用の機器との間に金属壁やコンクリート壁等があると通信出来ない場合があります。
　一般的に金属やコンクリートは電波を通しにくい材質です。フロア間をまたいでご使用になる場合は、上記の点に注
意し設置・運用してください。

5. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合等、何かお困りのこ
とが起きたときは、ロジテックテクニカルサポートセンターへお問い合わせください。

3. 「Wi-Fi設定」をタップします。

エレコムグループ

※ 上記電話番号では、修理依頼品などに関するお問い合わせ以外は承っておりません。
製品に関する技術的なお問い合わせや修理が必要かどうかについてのお問い合わせ
は、ロジテック テクニカルサポートセンターにお願いいたします。

〒396-0111　長野県伊那市美すず 8268-1000
エレコムグループ修理センター（3番窓口）
　　TEL. 0265-74-1423　FAX. 0265-74-1403
 受付時間 ：9：00 ～12：00、13：00 ～17：00
 営業日 ：月曜日～金曜日（祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く）

■ Video Player

1.  DVDをディスクトレイにセットします。
2.「DVD Player」をタップします。
3.  DVDサーバーリスト画面で、画面下の
　「OK」をタップして再生します。

※CPRMで保護されたディスク（地デジ）
は再生できません。

1.「Video Player」をタップします。
2.  再生するファイルを選択します。

■ Music Player

■ Audio CD Player

■ Photo Backup

■ SMART Backup

■ File Manager

1. 「Music Player」をタップします。
2.  再生するファイルを選択します。

本書の著作権は、ロジテックINAソリューションズ株式会社が所有しています。
本書の内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁止させていただきます。
本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、ロジテックテクニ
カルサポートセンターまでご連絡願います。
本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承くだ
さい。
iOS、iPad、iPhone、はApple Inc. の商標です。
iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
AndroidはGoogle Inc. の商標または登録商標です。
その他本書に掲載されている商品名／社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。


