ヒント

キャプチャボックス
セットアップガイド

右のような画面が表示されたら

■Windows Vista

■Windows XP

それぞれ、
右で案内されているボタンをクリックします。
弊社にて問題なく使えることを確認しております。

GV-MDVD3

クリック

B-MANU200717-01

クリック

本製品を使うまでのかんたんな手順が説明されています。本書をご覧になり、本製品をセットアップしてください。

1

3

インストール

1 コンピュータの管理者グループに属する

Windows で使えるようにする

サポートソフトのインストールはお済みですか？

ユーザーで、
Windowsにログオンします。

インストールをしていない場合は、 1 インストールからやり直してください。

3 クリック

2 サポートソフトCD-ROMをセットします。

ドライバのインストールが始まります。
画面の指示に従ってください。

3 4 右画面の手順に従い進みます。

1 電源ボタンが赤く点灯していることを確認します。

赤く点灯

4 クリック

5 サポートソフトCD-ROMを取り出します。

DVD MovieWriter 5 Special Edition for
I-O DATA のインストールが始まります。
画面の指示に従ってください。

2 Windows で使えるようにするための画面が表示さ

れます。
画面の指示に従ってください。

3 同じような画面がもう一度表示されます。

画面の指示に従ってください。

消灯している場合
電源ボタンを押して、
赤く点灯させてください。

2

つなぐ
映像機器（ビデオ）

必ず下の手順通りに操作してください
コンポジットケーブルで
接続することもできます

赤

パソコンに接続されています
が、まだ使えません。

緑

使うことができます。

パソコンの USB ポート

本製品の前面

下に案内されている手順通りに操作しないと、Windows アップデートを行ったときに他製品のドライバがインストールされ、使えなく
なる危険があります。

■ Windows XP

■ Windows VistaTM

右のような画面が表示されたら、[ いいえ、今回は接続しま
せん ] を選び、[ 次へ ] ボタンをクリックします。

右のような画面が表示されたら、[ オンラインで検索しませ
ん ] をクリックします。

映像出力（ビデオ背面）

出力

●USBケーブル
︵添付品︶

本製品

入力

①クリック
クリック

本製品の背面

②クリック

●オーディオケーブル
（別途ご用意ください）

●Ｓビデオケーブル（別途ご用意ください）

他のUSB機器を同時に使わないでください

ヒント

本製品の転送速度が遅くなることがあります。

著作権保護信号 ( コピーワンス・コピーガード ) が
含まれている映像（DVD ソフト、デジタル放送番
組など）は録画できません

USBハブやUSB延長ケーブルにつなぐ場合
本製品を使えないことがあります。
その場合は、パソコンの USB ポートにつないでください。

古紙パルプ配合率
100% 再生紙を使用し
ています

この取扱説明書はアメリ
カの大豆協会認定の環
境に優しい大豆油イン
キを使用しています。

Copyright © 2007 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.

ディスクラベルを作る
「Label@Once」を使うと、ディスクラベルやケースのジャケットなどを作ることができます。

使用ガイド

詳しい使い方は、ヘルプをご覧ください。

1 DVD MovieWriter 5 を起動し

4 プリンターの設定をします。

ます。
2

このガイドについて
この冊子に記載された内容は、DVD MovieWriter 5 Special Edition for I-O DATA（以降、DVD MovieWriter 5）
を使う際の注意などのご案内です。
使い方などの詳細は、DVD MovieWriter 5 のオンラインマニュアルやヘルプをご覧ください。
また、DVD MovieWriter 5 についてのご質問は、『必ずお読みください』をご覧になり、ユーリードシステムズ株式会社
様にお問い合わせください。

設定

をクリックします。

クリック

クリック

5 デザインを作ります。
■ 画像を貼り付ける

3 作るものを選びます。

①［イメージを追加］をクリックし、
画像を選びます。
② 画像を配置します。

2 ［DVD MovieWriter 5 Special

Edition for I-O DATA］アイコ
ンをダブルクリックします。
ダブルクリック

クリック

⇒ ユーリードシステムズ株式会社の Web ページにある DVD 作成方法が表示さ
れます。DVD MovieWriter 5 の基本的な機能や便利な機能を分かりやすく、
かんたんにご紹介しています。これを参考に DVD をお作りください。

ダブルクリック

ハードディスクに保存せずに DVD メディ
プをご覧ください。

映像が表示されないとき

シンクロ録画
2 設定

シンクロ録画機能を使うと、映像信号が
入力されている間だけ録画する事ができ
ます。

困った時には
問題に応じて対処してください

CAMCAP で動作を確認します※
サポートソフト CD-ROM の「CAMCap」フォルダにある
「CAMCAP」を使って動作を確認してください。
詳しくは、「CAMCap」フォルダにある「Readme」をご
覧ください。

映像が表示されない
・本製品の接続を確認してください。
・映像入力コネクターは正しく設定されていますか？右の
【録画するときのヒント】の『映像が表示されないとき』
をご覧ください。
・映像機器は再生されていますか？
テレビにつないで映像が表示されるか確認してください。

※ CAMCAP は Windows XP 専用です。
Windows Vista™ではお使いいただけません。

CAMCAP では問題ない

シンクロ録画を使うには、［シンクロ録
(1) クリック
(2) クリック

画有効］にチェックを付けます。
3 クリック

音声が出力されない
・本製品の接続を確認してください。
・映像機器、アプリケーション、Windows のボリュームは
正しいですか？他のソフトウェアの音声は聞こえますか？

4 まだ表示されない場合は、以下
2 ［ソースを入力］を映像機器がつ

ながっているコネクターと合わせ
ます。

3 ［OK］ボタンをクリックします。

クリック

クします。

アに直接録画する方法については、ヘル

ティ］をクリックします。

画像をディスク
全体に配置する

3 ［DVD 作成マニュアル for DVD MovieWriter 5］
アイコンをダブルクリッ

ダイレクトレコーディング

1 ［詳細設定］
→
［ビデオのプロパ

6 ［印刷］ボタンをクリックします。

選ぶ

DVD を作る
ぎ、電源を入れます。

①［テキストを追加］をクリックします。
② 文字を入力します。
③ マウスで文字を配置します。
※ 文字の設定は、［テキスト］タブで
行います。

※ 画像をディスク全体に配置するに
は、
［ウィンドウに合わせる］をクリッ
クします。

1 GV-MDVD3 をパソコンにつな

■ 文字を貼り付ける

を確認してください。

・本製品の接続を確認してください。
・映像機器は再生されていますか？
テレビにつないで映像が表示され
るか確認してください。

チェック

コマ落ち・音飛びする
・他のソフトウェアを終了してみてください。
・パソコンのグラフィック、サウンドのドライバを最新にし
てみてください。
・接続する USB ポートを変えてみてください。

解決できな
かった場合

DVD MovieWriter 5 の問題が考えられます。
『必ずお読みください』をご覧になり、ユーリードシステム
ズ株式会社にお問い合わせください。

CAMCAP でも同じ現象が出る
本製品の問題が考えられます。
デバイスマネージャを開き、問題を確認してください。詳し
くは、「CAMCap」フォルダにある「Readme」をご覧く
ださい。
その後『必ずお読みください』をご覧になり、弊社サポー
トセンターへお問い合わせください。

