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BD ライター

CU-BD50

取扱説明書・保証書

LYT2388-001F
1014TOH-YH-OT

本機を Everio と接続して、ディスクを作成したり、ディスクを再生することができます。また、Everio をテレビに接続すると、テレビ画面でお楽しみいただけます。
・取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。Everio のお取扱いについては、Everio 付属の取扱説明書をお読みください。
・本書の内容は 2014 年 11 月現在のものです。内容は予告なく変更することがあります。最新の情報はホームページをご確認ください。
・本機は日本国内向けです。日本国外では使用しないでください。

安全上のご注意

注意 「人が障害を負ったり、物的損害が想定される」内容を示しています。

ご使用になる方やほかの人々への危害や損害を防ぐために、必ず守っていただきたいことを
説明しています。
絵表示の説明
注意、警告が必要なこと

一般的注意

禁止されていること

感電注意

禁止

分解禁止

●
●
●

煙が出ている、異臭がする
内部に水や物などが入った
落下などにより破損した
電源コードが痛んだ

一般的指示

・コードを傷つけると、火災や感電の原因になります。

移動するときは電源プラグや接続コード類をはずす

実行して欲しいこと

水場での使用禁止

一般的指示

電源プラグをコンセントから抜く
そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。
販売店に修理を依頼してください。
お客様による点検、整備、修理は危険です。

警告 「死亡、または重傷を負うことが想定される」内容を示しています。
分解禁止
分解禁止

・湿気の多くなる梅雨期のまえが効果的です。

一般的指示

万一異常が発生したときは

●

ぬれ手禁止

5年に1度は内部の点検を販売店に相談する
一般的指示

禁止

禁止

・電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因になります。
・ディスクトレイなどから内部に物が入ると火災や感電、故障の原因になります。

禁止

・内部に水が入ると、火災や感電、故障の原因になります。

・火災や故障の原因になります。

この機器の上に重いものを置いたり、上から押したり、乗ったりしない
・けがの原因や、変形して火災や感電の原因になります。
・機器やディスクの故障の原因になります。

禁止

・機器やディスクの故障の原因になります。

禁止

一般的注意

不安定な場所に置かない

・ぐらついた台の上や傾いたところ、振動、衝撃のあるところに置くと、
落下や転倒などからけがの原因になります。

禁止

・火災や感電、故障の原因になります。

一般的注意

電源プラグは根元まで確実に差し込む

電源プラグは抜き差ししやすいコンセントに差し込む

・本機に異常が発生したときに、ただちに電源プラグが抜けるようにしてください。

一般的注意

電源コードを傷つけない

・痛んだまま使用すると、火災や感電の原因になります。

禁止

・ショートや発熱により、火災や感電の原因になります。

レンズに触らない

・故障の原因になります。

ディスクトレイに手を挟まれないように注意する

・けがの原因になります。特に小さなお子様にはご注意ください。

ディスクトレイの前に物を置かない

・トレイの前に熱湯を入れたカップなどを置くと、トレイが開いた
ときに落ちてけが、やけどの原因になります。

・寒いところから暖かいところに持ち込むと水滴が付着し、誤動作、
故障の原因になります。

本製品はクラス 1 レーザー製品です。 レーザー光線による視力障害の原因とな
ることがありますので、絶対に本製品を分解したり、修理、改造しないでください。

一般的注意・ショートや発熱により、火災や感電の原因になります。

禁止

ディスクを入れたまま機器を動かしたり傾けない、立てて使わない

つゆつき（結露）した状態で使わない

付属のACアダプター以外は使用しない

禁止

熱源の近くでは、使用しない

禁止

ぬらさない・ふろ場などで使用しない
水場での
使用禁止

・火災や感電、故障の原因になります。

記録中に衝撃や振動を与えない

・分解・改造をしない
・火災や感電の原因になります。

内部に物を入れない
禁止

・電源が「切」でも機器に電気が流れています。電源プラグをはずしてください。
感電の原因になります。

湿気や砂ぼこりの多いところ、湯気や油煙があたるところでは、使用しない

禁止

ACアダプターや機器を接続するときは、電源を切る

一般的表示

使用しないときやお手入れをするときには、電源プラグをはずす

コンセントやＡＣアダプターに、ほこりや金属を付着させない

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること
を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用
されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取
り扱いをしてください。
VCCI-B

付属品

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

ぬれ手禁止・感電の原因になります。

■ BD ライター本体
■ 取扱説明書・保証書（本書）
■ フェライトコア

雷がなったら、電源プラグには触らない

・感電の原因になります。
感電注意

各部のなまえとはたらき

DC端子

▼背面

▼前面

■ USB ケーブル (miniA - miniB)
■ AC アダプター

付属のACアダプターを接続します。

電源ランプ

トレイ

強制取り出し穴

接続時
（電源ON時）
：青色に点灯
※Everioと接続していないときは、
省電力のため、約10秒後に消灯
します。

USB端子（mini B）
付属のUSBケーブルを接続します。

ご注意ください
・記録面に触れない

・上に物を置かない

・レンズに触れない

メディアが取り出せなくなった場合に使用します。

取り出しボタン
押すとトレイが開きます。

アクセスランプ
読み書き・取り出し時に点灯/点滅します。

アクセスランプの点灯中、点滅
中は、
カメラをリセットしたり、電
源を切ったりしないでください。
注 意 故障の原因になったり、
データ
が消失する恐れがあります。

接続のしかた
USB(miniA)
USB 端子へ

■ディスクやレンズが汚れたり傷がつくと、正常に録画・再生ができません。

ディスクの入れかた
1) 取り出しボタンを押す

2) トレイを完全に引き出す

3) ディスクを確実にはめ込む

4) トレイを閉める

DC 端子へ

コンセントへ
AC アダプター (Everio に付属 )
USB(miniB)

USB ケーブル
miniA−miniB

USB ケーブル ( 本機に付属 )

DC 端子へ

AC アダプター（本機に付属）
コンセントへ
(100V)

• 付属の AC アダプター以外は使用しないでください。
• Everio の端子の位置は Everio 付属の取扱説明書をお読みください。
(http://www3.jvckenwood.com/dvmain/support/)
• パソコンとの接続は保証していません。

ラベル面を上にする

カチッと音がするまで押す。

• 保存・再生の方法は Everio 付属の取扱説明書をお読みください。
(http://www3.jvckenwood.com/dvmain/support/)
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著作権について

使用可能なディスク
くり返し
作成時間
推奨メーカー
使用
の目安
約
1
時間
ビクター、
ソニー、
パナソニック、
BD-R (1 層 )
25GB 50 分 三菱化学、TDK
不可
BD-R
約 1 時間
不可
(1層 LTHタイプ) 25GB 50 分 ビクター、三菱化学、太陽誘電
BD-R DL(2 層 ) 50GB 約 4 時間 ビクター、パナソニック、
不可
三菱化学、TDK
1 時間 ビクター、ソニー、パナソニック、 可
BD-RE (1 層 )
25GB 約50
分 三菱化学、TDK
約
4
時間
BD-RE DL(2 層 ) 50GB 10 分 ビクター、パナソニック、
可
三菱化学、TDK
ビクター、ソニー、太陽誘電、
不可
DVD-R (1 層 ) 4.7GB 約 20 分 三菱化学
DVD-R DL(2 層 ) 8.5GB 約 35 分 ビクター、太陽誘電、三菱化学
不可
4.7GB 約 25 分 ビクター、三菱化学
可
DVD-RW

ディスクの種類 容量

本機で記録したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で
使用できません。

他社製品の登録商標と商標について

記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、
TM マークと ® マークを明記していません。

免責事項

不適切な接続、および取り扱いによってデータが失われた場合、弊社では一切の
責任を負いかねますのでご了承ください。

日ごろのお手入れ

••お手入れのまえに、AC アダプターとケーブルを取りはずしてください。
••乾いた柔らかい布などで汚れを拭き取ってください。汚れがひどいときは、薄め
た中性洗剤を浸して固く絞った布で拭き、乾いた布で水分を拭き取ってください。
その際には洗剤の注意書きにしたがってください。
••シンナーやベンジンは使わないでください。
••ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。

ディスクについて

••ディスクの記録面に触れないでください。
••作成時間は目安です。撮影した映像により異なります。
••汚れたときは市販のクリーニングクロスで内側から外側へ向かって軽く拭きます。
••DVD+R、DVD+RW、DVD-RAM、BD-R XL(3 層以上の BD-R）は使用できません。
シンナーやベンジンは使わないでください。
••使用するディスクによっては、ご利用いただけない場合や、本機の性能を十分に発揮で
••ケースに入れて、立てて保管してください。ケースに入れないで重ねたり、立て
きない場合などがあります。推奨ディスクのご利用をおすすめします。
かけたり、落としたりすると、変形やひび割れの原因になります。
••本機は 12 cm ディスクのみに対応しています。
••次のようなところは避けて保管してください。
湿気やホコリの多いところ、カビの発生しやすいところ
直射日光の当たるところ
製品仕様
暖房機器の近く、夏の自動車の車内
本体
故障かなと思ったら…
定格電流
1.4A
こんなときは
ここを確かめてください
許容動作温度
5℃～ 35℃
電源が入らない
••
AC
アダプターと
USB
ケーブルを正しく接続してください。
動作湿度
20%～ 80%
••
長時間ご使用になると、本機や
AC アダプターが温かくなりま
外形寸法 (mm)
137 × 20 × 154 ( 幅×高さ×奥行き )
本機や
AC
アダ
すが、故障ではありません。
約 330g
質量
プターが温かい ••異常に熱いときは、AC アダプターをとりはずし、お買い上げ
(AC アダプター、USB ケーブルを含まず )
の販売店または弊社サービス窓口へご相談ください。
ハイビジョン Everio ( 一部の機種は対応していませ
カメラに認識さ ••専用 USB ケーブルの端子部分に記載されている A、B の文字
対応機種
ん。詳しくは弊社ホームページをご確認ください。
れない
を確認し、正しく接続してください。
http://www.jvckenwood.com/dvmain/index.html)
••AC アダプターと USB ケーブルを正しく接続してください。
AC アダプター
電源ランプが点灯していないと動作しません。
入力
AC100V、50Hz/60Hz、0.4A
トレイが出てこ
••ディスクへの書き込み中は、トレイが開きません。書き込みが
■
製品についてお困りのことがありましたら・・・
15:55:38
出力
DC5.0V、2.0A
ない
終わるまでお待ちください。
ホームページ情報
••本機を落下した場合や、不具合によりディスクを取り出せない
許容動作温度
0℃～ 40℃
場合は、強制取り出し穴に細い棒を差し込んでください。
49.5
×
29.5
×
81
製品に関するQ&A、メールによる問い合わせなどは
外形寸法 (mm)
••推奨ディスクを使用してください。
( 幅×高さ×奥行き : コードを含まず )
書き込みに失敗
ビデオカメラサポート情報
••ラベル面を上にしてトレイに入れてください。
質量
約 120g
する
••キズや変形のないディスクを使用してください。

保証とアフターサービス
修理を依頼される場合（持込修理）

異常があるときは、必ず AC アダプターを取りはずしてから、お買い上げの
販売店にご連絡ください。
■保証期間中は
保証書の規定にしたがって販売店に
て修理させていただきます。
■保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる場合は、
ご希望により有料修理させていただ
きます。

ご連絡いただきたい内容
111品名：BD ライター
222型名：CU-BD50
333お買い上げ年・月・日
444故障の状況
555ご住所・お名前・電話番号

取扱い方法などのご相談

アフターサービスのご相談

JVCケンウッドカスタマーサポート
センターにご相談ください。

お買い上げの販売店、またはJVC
ケンウッドカスタマーサポートセンター
にご相談ください。

JVCケンウッドカスタマーサポートセンター

安全上のご注意
0120-2727-87

(

2011年４月から名称および電話番号が
安全のために必ずお守りください
・日曜祝日、
弊社休業日を除く
変更になりました。

AC-V10L
性能部品の保有期間
ACアダプター
取扱説明書

)

月曜〜金曜 9:30〜18:00
土曜 9:30〜12:00、13:00〜17:30

● 電話番号を良くお確かめの上、おかけ間違いのないようご注意ください。
● 携帯電話・PHS・一部のIP電話などからは
045-450-8950

絵記号について

当社は性能部品を製造打ち切り後、8 年間保有しています。性能部品とは、
お買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書と製品には、いろいろな絵記号が記載されています。
その製品の機能を維持するために必要な部品です。
ユーザー登録 製品のサポート情報、イベント情報等の
● この取扱説明書、およびお使いの機器の取扱説明書をよくお読みのうえ、
これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産
提供サービスなどをご利用いただけます
正しくお使いください。
のおすすめ
への損害を未然に防止するための表示です。絵記号の意味をよく理
ご相談窓口における個人情報のお取り扱い
http://www3.jvckenwood.com/reg/
● 安全にご使用いただくために、この取扱説明書の「安全上のご注意」
、およ
解して本文をお読みください。
株式会社 JVC ケンウッドおよびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内
びビデオカメラの取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みください。
容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すこ
● お読みになったあとは、いつでも見られるように保管し、必要なときにお読
とがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正
みください。
〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12
当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談さ
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人
● 対応機種：ビクター製HDメモリーカメラ
日本ビクター、ケンウッド、J ＆ K カーエレクトロニクス、JVC ケンウッドの 4 社は合併し、
れた窓口にご連絡ください。
が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じるこ
具体的な機種については機種側の取扱説明書でご確認ください。
株式会社 JVC ケンウッドになりました。
とが想定される内容を示しています。
対応機器以外の機器には使用しないでください。

危険

警告

保証書
型名
型

名

持込修理
製造番号

CU-BD50

お
名
前

注意

ふりがな

様

お
客ご
様住
所

電話

お買い上げ年月日
年
お買い上げ店

お客様へのお願い：

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が
2011 JVC KENWOOD Corporation
0911YMH-YH-OT
お客様へのお願い：
死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を
111本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名が記載されているかお確かめください。万一
示しています。
記入がない場合は直ちにお買い上げ販売店にお申し出ください。購入日の確認出来る書類（シールやレ
シート等）の添付でもかまいませんので、大切に保管してください。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が
222ご転移の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損
333本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
害のみの発生が想定される内容を示しています。
444次のような場合は保証期間内でも有料修理にさせていただきます。
（１）本書のご提示がない場合。
（２）本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名の記載がない場合。
（３）ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
絵表示の説明
（４）お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷。
●注意
（危険、
警告を含む）
が必要なことを示す記号
（５）火災、地震、風水害、雷その他の天災地変、虫害、塩害、公害ガス害（硫化ガスなど）や異常電圧、
指定以外の使用、電源（電圧・周波数）による故障および損傷。
（６）不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合。
（７）一般家庭用以外（例えば業務用等への長時間使用および車両、船舶への搭載）に使用された場合の
一般的注意
故障および損傷。
●してはいけない行為
（禁止行為）
を示す記号
555この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書に
よって（株）JVC ケンウッドおよびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するもので
はありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせ
ください。
禁止
接触禁止
分解禁止
ぬれ手禁止
水ぬれ禁止
666本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
●必ずしてほしい行為
（強制、
指示行為）
を示す記号

月

日

住所・店名・電話

保 お買い上げ日から
証
期
間

本体

1 年間

1. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名が記

