
ハードディスクのデータをコピーするには

パソコンのハードディスクに保存されているデータを、CD/DVDディスクに
コピーできます。

1 [データディスクの作成]をクリッ
クする。

2 表示される内容に従い、ブランクディスクまたは追記できるディスクをセット
する。

3 コピーするファイル／フォルダを
選択する。

4 [次へ]をクリックし、書き込みを開始する。

ソフトウェア
クイックスタートガイド

Windows

ここでは、目的に合ったソフトウェアを見つけて使い始めていただくために、
ソフトウェアの概要と簡単な操作方法を説明しています。詳しい操作方法に
ついては、各ソフトウェアのユーザーズガイドやヘルプをご覧ください。

ソフトウェアのインストール方法

1 ドライブにソフトウェアディスクをセットします。

2 [Language Selection]ダイアログボックスで言

語をクリックします。

3 インストールするソフトウェアをクリックします。

4 [インストール]をクリックします。

5 画面の指示に従って、インストールを行い
ます。

RecordNow

CD-ROMや音楽CDなどのさまざまなデータ/オーディオディスクを作成した
り、ディスクのバックアップを作成できるCD/DVD R/RW用ライティングソフ
トウェアです。

RecordNowのおもな機能

• ディスクのバックアップや音楽CDの作成など、よく使用する機能をウィザード形式で
操作できます。画面に表示される内容に従って操作するだけで、お好みのディスクを
作成できます。

• 複数の音楽CDから音楽データを読み込み、自分だけのオリジナルCDを作成できま
す。

• WAV、MP3、またはWindows Mediaフォーマット（.wma）のファイルをディスク
にコピーして、オーディオディスクを作成できます。作成したディスクは、CDプレー
ヤー、CD-ROMドライブ（Windows Media Playerなどのソフトウェアを使用）、
またはMP3プレーヤーで再生できます。

• 音楽CDやCD-ROM、コピープロテクトされていないDVDディスクを、同じ内容でブ
ランクディスクにバックアップできます。

• 1度の操作で、同じ内容のディスクを連続して作成できます。
• よく書き込みするデータを「お気に入り」に登録し、簡単に呼び出して書き込みする
ことができます。

バックアップと著作権について

• ディスクにデータを書き込む前に、その行為が著作権法に違反していないかを確認し
てください。多くのソフトウェアは、その所有者に対してバックアップや保管のため
のコピーが許可されています。詳細については、コピー元のソフトウェアの使用許諾
書などでご確認ください。

• 一部のDVD-Videoなど、著作権保護されているディスクはバックアップできません。

ディスクをバックアップするには

音楽CDやCD-ROM、コピープロテクトされていないDVDを、同じ内容でブランク
ディスクにバックアップできます。

1 [バックアップの作成]をクリックする。

2 バックアップ元ディスクをセットする。

3 ブランクディスクをセットする。

• ドライブが1台の場合、バックアップ元ディスクの読み取り後、ブランクディスクを
セットします。

• ドライブが2台以上の場合、別ドライブにブランクディスクをセットします。

4 表示される内容に従い、書き込みを開始する。

オリジナルCDを作るには

複数のCDからお気に入りの曲を選択し、オリジナルCDを作成できます。

1 [オーディオディスクの作成]をク
リックする。

2 [他のCDからオーディオディスク
を作成]を選択する。

3 収録曲を選択する。

4 [完了]をクリックし、ブランクCDをセットして書き込みを開始する。
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音楽データから音楽CDを作るには

パソコンのハードディスクに保存されているWAVファイルを書き込んで音楽CDを
作成できます。また、MP3ファイルを書き込んでMP3プレーヤー専用CDを作成す
ることもできます。

1 [オーディオディスクの作成]をクリックする。

2 作成する音楽CDの種類を選択し、ブラン
クCDをセットする。

3 表示される内容に従い、音楽ファイルを検索する。

4 収録曲を選択する。

5 [次へ]をクリックし、書き込みを開始する。

クリックし、音楽CDをセット

ディスクをセットし、クリック

ドラッグ＆ドロップで曲を追加

追加する曲の取り消し（削除）
別の音楽CDから読み込み

書き込み開始

曲順の変更

この説明書は再生紙を使用しています。�

Download

曲順の変更

ドラッグ＆ドロップで曲を追加

追加する曲の取り消し（削除）

ファイルを指定して追加

書き込み開始

オーディオCDの場合にクリック

MP3プレーヤー専用CDの場合にクリック ドラッグ＆ドロップで
ファイル／フォルダを追加

ファイル／フォルダを指定して追加

コピーするファイル／フォルダの
取り消し（削除）

書き込み開始

以下のソフトウェアを 無 償 でダウンロードしてご利用いただけます。

DLA

データをパケット単位で簡単にCD/DVDに書き込めるパケットライティング
ソフトウェアです。CD-RW、DVD+RW/-RWディスクをフロッピーやMO
のように手軽に扱うことができます。

ソフトウェアディスクのインストーラーから、インターネットのダウンロード
ページにアクセスしてください。

RecordNow DX

付属の「RecordNow」の高機能版ソフトウェアです。ウィザード画面での
操作だけでなく、より高度な操作も行うことができます。

「RecordNow」のウィザード画面から、インターネットのテクニカルサ
ポートページにアクセスしてください。

MyDVD Ver.4.5

付属の「MyDVD」Ver.4.0のバージョンアップ版です。編集機能がさらに
充実しています。

インターネットの次のURLにアクセスしてください。

http://sonicjapan.co.jp/oem/sony/mydvdvup.html

CDやDVDを活用しよう！
（裏面へ）

いろいろ書き込み
してみよう！

インストールが終わったら・・・

もっと
CD/DVD 
ドライブを
楽しもう！

ここをクリック！

[WEBのテクニカルサポート]
をクリック



MusicMatch™ Jukebox

音楽CDの再生や作成を行ったり、Windows Mediaフォーマットなどのコンピューター用音楽ファイルを作成することができるデジタル音楽プレイヤー／エンコード
ソフトウェアです。なお、本バージョンではDVDディスクへの書き込みに対応していません。DVDディスクに音楽ファイルを書き込むときは、「Record Now」をお
使いください。

CDを再生するには

音楽CDをドライブにセットし、Playerの
[CD]をクリックする。
自動的に再生が始まります。

インターネットラジオを聴くには

1 インターネットラジオのモードに
切り替える。

2 放送局を選択する。

音楽CDから音楽ファイルを作るには

1 Recorderを表示する。

2 曲を選択してエンコードする。

音楽ファイルを再生したりCDに書き込むには

1 ハードディスク内の音楽ファイルを
検索する。

2 表示される内容に従い、Libraryに
音楽ファイルを追加する。

3 音楽ファイルを再生する。
プレイリストに登録された曲が、順に再生されます。

4 プレイリストの曲をCDに書き込むときは、[CD-R]をクリックする。

テーマの変更について

[オプション]メニューの[テーマの変更]で、MusicMatch Jukeboxのテーマ（外
観）を変更できます。標準で変更できるテーマの例は、次のとおりです。

•「Metropolis」 •「Neutronium」 •「Pulsar」

クリックして、エンコード開始

曲の選択

音楽CDをセットし、クリック

Simple Backup

パソコンのデータをCDやDVDディスクに書き込んでバックアップを行う
ためのソフトウェアです。ファイルを選択してバックアップするだけでな
く、ハードディスクの内容をすべて保存することもできるため、お使いの
パソコンをバックアップした状態に簡単にリストア（復元）できます。

Simple Backupのおもな機能

各項目を選択して表示されるウィザードに従って操作するだけで、簡単に
データをバックアップしたりリストアしたりできます。

A

B
C

D

E

F

A. フルシステムバックアップ
OSやインストールしたソフトウェア
も含め、ハードディスクに保存されて
いる内容をすべてバックアップできま
す。

B. カスタムバックアップ
指定したファイルだけをバックアップ
できます。

C. 障害回復ディスケット
フルシステムリストアを行うときに使
用する、障害回復ディスクを作成しま
す。

D. フルシステムリストア
バックアップしておいたすべてのデー
タを、バックアップを行った時点の状
態に復元できます。

E. カスタムリストア
バックアップしておいたデータから任
意のデータを復元できます。

F. ホームページ
本ソフトウェアの製品情報のホーム
ページが表示されます。

PowerDVD

DVD-Video、音楽CD、ビデオCDなど再生できるDVDビデオ再生ソフト
ウェアです。可変速再生、マルチアングル／マルチ言語／マルチ字幕などに
対応しています。また、気に入ったシーンのスナップショットやA-B点間リ
ピート、デジタルズームなど、多彩な機能を提供します。

ご注意

PowerDVDをインストールして初めて起動したとき、DVD-Videoのリージョンコード（再生
地域の番号）を指定するダイアログが表示されます。リージョンコードは5回以上変更できませ
んのでご注意ください。詳しくは、PowerDVDのユーザーズガイドをご覧ください。

PowerDVDの操作パネルとおもな機能

アドバンス操作パネル シンプル操作パネル

AB ABCDEFGH

A. シンプル/アドバンス操作パネル切替え

B. 再生操作

C. ボリューム調整

D. 設定変更

E. 画面サイズ切替え

F. 字幕切替え

G. 音声切り替え

H. スナップショット

[設定]ダイアログの[操作パネル]タブで、操作パネルのデザイン（スキン）
を変更できます。標準で変更できるデザインは、次のとおりです。

•「Epipahny XP」 •「Neo XP」

•「Oscar XP」

MyDVD

DVDビデオを作成できるオーサリングソフトです。メニュー画面の設定やスライドショーの追加などが簡単に行えるので、手軽にDVD-VideoやVideo CDを作成でき
ます。また、MyDVDと一緒にインストールされる編集ソフトウェア「ShowBiz」を使用して、映像素材を編集することもできます。

DVカメラの映像をCD/DVDに直接書き込むには

1 映像をCD/DVDに書き込む画面を表
示する。

2 書き込み条件を指定する。

3 映像を書き込む。

映像を編集するには

1 「ShowBiz」を起動する。

2 映像を編集する。
操作方法については、ShowBizのヘルプをご覧ください。

作成済みディスクの内容を再編集するには

1 ディスク内容を再編集する画面を表
示する。

2 表示される内容に従い、再編集するディスクがセットされているドライブを選択
する。

オリジナルビデオディスクを作成するには

1 ビデオを新規作成する画面を表示
する。

2 映像を取り込んでビデオ作成を開始する。

■ この画面のおもな機能

A. スタイルの編集
メニュー画面のスタイルを変更します。

B. ビデオを編集
「ShowBiz」を起動して、素材の映像
を編集できます。

C. タイトル
クリックして内容を修正できます。

D. 書込み
ディスクへの書き込みを開始します
（手順 6  ）。

E. プレビュー
ディスクに書き込まれる内容を確認でき
ます（手順 5  ）。

F. 取り込まれた素材（チャプターボタン）
ダブルクリックして、素材の映像をトリ
ミングできます（手順 3  ）。

G. サブメニューの追加
サブメニューボタンを追加します。

H. スライドショーの追加
メニューにスライドショーを追加できま
す（手順 4  ）。

3 素材（チャプター）をダブルクリックし
てトリミングする。

4 [スライドショーの追加]をクリックし、画像を追加する。

5 [プレビュー]をクリックして内容を確認する。

6 [書込み]をクリックし、CD/DVDディスクに書き込む。

クリック

クリックして局を選択

クリックして番組を聴く

プレイリスト

ドラッグ＆ドロップで、
プレイリストに登録

Library

クリックして、CDに書き込み開始

メディアを選択

クリック

メニュー画面のスタイルの指定

プロジェクト名
（メニュータイトル）の指定

書き込み先メディアの指定

指定後にクリック

メディアを選択

クリック

メディアを選択

クリック

ドラッグしてボタンの画像に指定

ドラッグして開始／終了位置を指定

設定後、クリック

画像の読み込み

選択されている画像を
ボタンに指定

設定後、クリック

チャプターの選択と決定

編集画面に戻る

ディスクをセットしたドライブを選択

クリックして、ディスクに書き込み開始

クリック

「ビデオを編集」を選択

CD/DVDディスクへの
書き込み開始

DVカメラを操作し、
必要な場面を表示

DVカメラから取り込み

映像ファイルを取り込み
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