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お買い上げいただきまして、ありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただ
き、正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に保証
書、オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内ととも
に大切に保管してください。

HDC-1.0を使う
●本体とお手持ちのオーディオ機器を接続したい

●付属のソフトウェアの設定のしかたや使いかた
が知りたい

●うまく操作できない

ときにお読みください。

セットアップガイドにしたがって接続
と設定が終わったらお読みください。

HDC-1.0 取扱説明書③
HDオーディオコンピューター

HD AUDIO COMPUTER
USB HDC-1.0
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HDC-1.0は、Windows Vista™ Home Basic OSを搭載し、通常のWindows®の機能に加え、以下の機
能すべてを1台で行うことができます。

■1つのアプリケーションで各種音楽フォーマットをシームレスに再生可能
搭載しているCarryOn Music10では、WAV、MP3（mp3 PRO）、WMA、AAC＊、Ogg Vorbis、
DGSを1つのアプリケーションで再生可能。

音楽CDの取り込みやポータブル機器への転送も可能です。
＊MPEG4-AACは、著作権保護がされていない音楽ファイルのみ

■付属のリモコンだけで音楽の選択および再生が可能

付属のリモコンの液晶画面でHDC-1.0に保存された音楽を選択し、再生指示をすることができます。

■DVD再生機能
CyberLink PowerDVDでDVDの再生が可能です。

システム環境 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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■Windows Vista™ Home Basic日本語版OS

■飛躍的な音質向上、デジタル信号からピュアなアナログ信号を生成するVLSC
ベクター リニア シェーピング サーキットリー

（Vector Linear Shaping Circuitry）をアナログ2チャンネル出力端子に搭載

■DVI出力装備
パソコンのモニターに接続可能。付属のDVI-VGA変換アダプターを使用することで、VGA接続すること
もできます。

■USB 2.0ポートを6系統装備

■IEEE1394ポート（6ピン）を1系統装備

■USBキーボード/ マウス付属

■ギガビットEthernet装備

■多機能双方リモコン付属

PCスぺック 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

● CPU：インテル® Core™ 2 Duo T5500（1.66GHz）
●メインメモリ容量：1GB
●ハードディスク容量：120 GB
● DVDスーパーマルチドライブ
●ビデオコントローラ　Intel® 945GMチップセットExpress内蔵
●ギガビットEthernet  LANポート

ソフトウェア 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

● CarryOn Music 10（音楽総合ソフトウェア）
●CyberLink Power 2 Go Ver.5.5（DVD書き込みソフトウェア）
●CyberLink PowerDVD 7（DVD再生ソフトウェア）
●Symantec Norton Internet Security 2007（90日限定版）（セキュリティソフトウェア）

主な特長
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＊ Microsoft、Windows、Windows MediaおよびWindows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国お
よびその他の国における登録商標または商標です。
Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。

＊ VLSC®の名称、ロゴはオンキヨー株式会社の登録商標です。

＊ CarryOn Musicの名称およびロゴは、オンキヨー株式会社の商標です。CarryOn Musicは、（株）デジオンと
共同開発されたソフトウェアです。

＊“CyberLink”はCyberLink社の商標です。

＊Intel® Core™2 Duoは、Intel Corporationの登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

音楽認識テクノロジーおよび関連データは、Gracenote® により提供されます。Gracenoteは、音楽認識テクノロジーおよび関
連コンテンツ配信の業界標準です。詳細については、次のWebサイトをご覧ください:
www.gracenote.com GracenoteからのCDおよび音楽関連データ: Copyright © 2000
-2006 Gracenote. Gracenote Software: Copyright 2000 - 2006 Gracenote. こ
の製品およびサービスは、以下に挙げる米国特許の1つまたは複数を実践している可能性が
あります:

#5,987,525、#6,061,680、#6,154,773、#6,161,132、#6,230,192、#6,230,207、#6,240,459、
#6,330,593、およびその他の取得済みまたは申請中の特許。一部のサービスは、ライセンスの下、米国特許（#6,304,523）
用にOpen Globe, Inc.から提供されました。GracenoteおよびCDDBはGracenoteの登録商標です。Gracenoteのロゴとロゴ
タイプ、および「Powered by Gracenote」ロゴはGracenoteの商標です。Gracenoteサービスの使用については、次のWeb
ページをご覧ください:www.gracenote.com/corporate

■ Gracenote使用条件
このアプリケーションには、カリフォルニア州エメリービルにあるGracenote, Inc.（以下「Gracenote」という）提供のソフ
トウェアが含まれています。このアプリケーションは、Gracenote提供のソフトウェア（以下「Gracenoteクライアント」とい
う）を使用して、オンラインでのディスク識別を行ったり音楽関連情報を取得したりします。この音楽関連情報には、オンライン
サーバー（以下「Gracenoteサーバー」という)から得られた名前、アーティスト、トラック、およびタイトル情報(以下
「Gracenoteデータ」という）などが含まれ、これらは他の機能を実行するために使用されます。お客様は、このアプリケーショ
ンソフトウェアに備わっているエンドユーザー機能を通じてのみGracenoteデータを使用できます。

お客様は、Gracenoteデータ、Gracenoteクライアント、およびGracenoteサーバーをお客様自身の個人的な非商用目的でのみ
使用することに同意するものとします。お客様は、Gracenoteクライアントまたは任意のGracenoteデータをいかなる第三者にも
譲渡、コピー、転送、または送信しないことに同意するものとします。お客様は、Gracenoteデータ、Gracenoteクライアント、
またはGracenoteサーバーを、ここで明白に許可されている場合を除き、使用または活用しないことに同意するものとします。

お客様は、これらの規制に違反した場合、Gracenoteデータ、Gracenoteクライアント、およびGracenoteサーバーの使用に関
するお客様の非排他的なライセンスが終了することに同意するものとします。ライセンスが終了した場合、お客様は、Gracenote
データ、Gracenoteクライアント、およびGracenoteサーバーの任意の使用およびすべての使用を終了することに同意するもの
とします。Gracenoteは、すべての所有権を含み、Gracenoteデータ、Gracenoteクライアント、およびGracenoteサーバー
に関するすべての権利を留保します。お客様は、Gracenote, Inc.が本契約の下に、その独自の名前で、お客様に対してその権利
を施行する可能性があることに同意するものとします。

Gracenoteサービスは、独特の識別子を使用して統計目的のクエリを追跡します。ランダムに割り当てられた数値による識別子
の目的は、お客様の個人情報を集めることなくクエリの数を数えることです。詳細については、Gracenoteサービスの
Gracenoteプライバシーポリシーに関するWebページをご覧ください。

お客様は、本ソフトウェアを使用することにより、Gracenoteソフトウェアが波形署名をGracenoteに送信する可能性があるこ
とに同意したものとします。波形署名は音楽自体に含まれている音波情報を抽出したものであり、Gracenoteサービスがデジタ
ル音楽ファイルのアーティストおよびタイトル情報を認識するのに役立ちます。波形署名には、お客様またはお客様のコンピュー
タに関する情報は一切含まれておらず、波形署名の処理がお使いのコンピュータのパフォーマンスに大きな影響を与えることはあ
りません。詳細については、FAQ（よくある質問）ページおよびGracenoteサービスのプライバシーポリシーに関するページを
ご覧ください。

お客様は、GracenoteクライアントおよびGracenoteデータの各項目を「現状有姿」にて使用することが許可されています。
Gracenoteは、Gracenoteサーバーにある任意のGracenoteデータの正確性に関して、明示的または黙示的にかかわらず、一切
断言または保証しません。Gracenoteは、その独自の判断により、Gracenoteサーバーからデータを削除したり、データカテゴ
リを変更したりする権利を留保します。GracenoteクライアントおよびGracenoteサーバーにエラーが発生しないこと、および
GracenoteクライアントおよびGracenoteサーバーの機能が中断されないことは、保証されていません。Gracenoteは、お客様
に対し、Gracenoteが将来提供する可能性のある新しい高度なデータタイプまたはカテゴリ、あるいは追加のデータタイプまた
はカテゴリを提供する義務を負うことはなく、また、いつでも自由にそのオンラインサービスを停止できるものとします。

Gracenoteは、市販性の暗黙的な保証、特定目的に対する適合性、権原、および非違反性を含みこれに限らず、明示的または黙
示的にかかわらず、すべての保証を否認します。Gracenoteは、お客様がGracenoteクライアントまたは任意のGracenoteサー
バーの使用により得た結果について一切保証しません。Gracenoteは、すべての場合において、いかなる結果的損害、偶発的損
害、利益の損失、または収入の損失に対しても一切責任を負いません。

主な特長
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音のエチケット
楽しい映画や音楽も、時間と場所によっては気になるものです。
隣り近所への配慮を十分にしましょう。特に静かな夜間には窓を閉めたり、
ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。
お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

●リモコン（1） ●単4乾電池（リモコン用4）

●取扱説明書「HDC-1.0を使う」（本書1）
●取扱説明書「リモコンを使う」（1）
●セットアップガイド（1）
●取扱説明書「CarryOn Music 10を使う」（1）
●オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内（1）
●保証書（1）
●お客様登録カード（1）

●キーボード（1）●リモコン受信機スタンド1.5ｍ（1）
リモコン受信機を置くスタンドです。

本機には以下の付属品が同梱されています。箱を開けたら、まず付属品がそろっているかを確認してください。
（　）内の数字は数量を表しています。

カタログおよび包装箱などに表示されている型名の最後にあるアルファベットは、製品の色を表す記号です。
色は異なっても操作方法は同じです。

●オーディオ用ピンコード0.8m（1）
アナログ音声を送るコードです。

●マウス（1）

●リモコン受信機（1）
リモコンからの信号を受信、または
本機からの信号をリモコンに送信し
ます。

●DVI-VGA変換アダプター（1）
本機とモニターをVGA接続するため
のアダプターです。

●ACアダプター（1）と電源コード1.8ｍ（1）

●DVD-ROM（1）

付属品を確認する

HDC-1.0(02-07)(SN29344382) 07.1.12, 4:13 PM5
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接続方法

■モニターを接続する 25ページ
Windows®画面やDVDの映像を映し出すモニターとの接
続方法です。
DVI、VGA端子を持つパソコンのモニターなどと接続する
ことができます。

■キーボード、マウス、リモコン受信機を接続する
25ページ

■オーディオ機器を接続する 26ページ
オーディオ機器と接続してDVDの音声や、音楽を楽しむた
めの接続です。
お使いの環境によって、デジタル、アナログ接続が選べま
す。

■インターネットに接続する、ネットワーク（LAN）
に接続する 27、28ページ

インターネットを楽しんだり、音楽配信サイトからの音楽
を購入するための接続方法です。
市販のLANケーブルを使い、ご使用の環境に合わせて、
ADSL/CATVなどのモデムに接続したり、ホームネット
ワークに接続します。

本取扱説明書では、HDC-1.0と各機器との接続方法や、付属のソフトウェアを活用していただくための初期設定方法を説
明いたします。接続方法が間違っていたり、初期設定を行っていないと、ソフトウェアが正しく動作しないことがありま
すので、本書をよくお読みになって接続や設定をしてください。

初期設定方法

■Windows®の初期設定 30ページ
初めて本機の電源を入れたときに表示される設定画面で
す。ここでは、日付や時間など、コンピューターの基本
セットアップを行います。

■アプリケーションの初期設定をする 31ページ

■付属のソフトウェアを使う 32ページ
● 音楽を再生する、CDを取り込む
● データCD/DVDを作る
● DVDを再生する

■音声出力の設定 36ページ
アンプと接続したときは、音声出力の設定をしてくださ
い。
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安全上のご注意
安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。

電気製品は、誤った使いかたをすると大変危険です。
あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」を必ずお守りください。

「警告」と「注意」の見かた
間違った使いかたをしたときに生じることが想定され
る危険度や損害の程度によって、｢警告」と「注意」に
区分して説明しています。

誤った使いかたをすると、
火災・感電などにより死
亡、または重傷を負う可能
性が想定される内容です。

 記号は「ご注意ください」
という 内容を表しています。

絵表示の見かた

  記号は「～してはいけない」
という 禁止の内容を表していま
す。

警告

故障したまま使用しない、異常が起きたら
すぐに電源プラグを抜く

● 煙が出ている、変なにおいや音がする
● 本機を落としてしまった
● 本機内部に水や金属が入ってしまった
このような異常状態のまま使用すると、火
災・感電の原因となります。すぐに電源プラ
グをコンセントから抜いて販売店に修理・点
検を依頼してください。

カバーははずさない、分解、改造しない

火災・感電の原因となります。
内部の点検・整備・修理は販売店に依頼して
ください。

接続、設置に関するご注意

■通風孔をふさがない、放熱を妨げない
本機には内部の温度上昇を防ぐため、ケース
の背面に通風孔があけてあります。通風孔を
ふさぐと内部に熱がこもり、火災ややけどの
原因となります。
● 押し入れや本箱など通気性の悪い狭い所に
設置して使用しない
（本機の天面から2cm以上、背面から5cm
以上のスペースをあける）

● 逆さまや横倒しにして使用しない
● 布やテーブルクロスをかけない
● じゅうたんやふとんの上に置いて使用しない

■水蒸気や水のかかる所に置かない、本機の上に液
体の入った容器を置かない

本機に水滴や液体が入った場合、火災・感電
の原因となります。
● 風呂場など湿度の高い場所では使用しない
● 調理台や加湿器のそばには置かない
● 雨や雪などがかかるところで使用しない
● 本機の上に花びん、コップ、化粧品、ろう
そくなどを置かない

■ETHERNETポートには電話回線を接続しない
本機のETHERNETポートに以下のネット
ワークや回線をすると、必要以上の電流が流
れて、故障や火災の原因となります。
● 一般電話回線
● デジタル式構内交換機（PBX）回線
● ホームテレホンやビジネスホンの回線
● 上記以外の電話回線など

電源コード・電源プラグに関するご注意

■電源コードを傷つけない
● 電源コードの上に重い物をのせたり、電源
コードが本機の下敷にならないようにする

● 傷つけたり、加工したりしない
● 無理にねじったり、引っ張ったりしない
● 熱器具などに近づけない、加熱しない
電源コードが傷んだら（芯線の露出・断線な
ど）販売店に交換をご依頼ください。
そのまま使用すると火災・感電の原因となり
ます。

● 記号は「必ずしてください」
という強制内容を表していま
す。

誤った使いかたをすると、
けがをしたり周辺の家財に
損害を与える可能性が想定
される内容です。

警告

注意

電源プラグ
をコンセン
トから抜く

感電注意

分解禁止 ぬれ手禁止

必ずする電源プラグをコ
ンセントから抜く

高温注意

分解禁止

禁止

水場での
使用禁止

水濡れ禁止

禁止

禁止
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警告

■電源プラグは定期的に掃除する
電源プラグにほこりなどがたまっていると、
火災の原因となります。電源プラグを抜い
て、乾いた布でほこりを取り除いてくださ
い。

■ACアダプターに布や布団をかぶせない
熱がこもり、火災の原因となります。

■アース線を電源コンセントに差し込まない
アース線はアース端子以外に接続しないでく
ださい。火災や感電の原因となります。

使用上のご注意

■本機内部に金属、燃えやすいものなど異物を入れ
ない

火災・感電の原因となります。特に小さなお
子様のいるご家庭ではご注意ください。
● 本機の通風孔、ディスク挿入口から異物を
入れない

■ディスク挿入口やファンの排気口に手を入れない
けがの原因となることがあります。特に小さ
なお子様のいるご家庭では注意してくださ
い。

■ひび割れ、変形、または接着剤などで補修した
ディスクは使用しない

ディスクは機器内で高速回転しますので、割
れて破片が内部に落ちたり外に飛び出して、
故障やけがの原因となることがあります。

■レーザー光源をのぞき込まない
レーザー光が目に当たると視力障害を起こす
ことがあります。

■雷が鳴りだしたら本機、接続機器、接続コード、
電源プラグに触れない

感電の原因となります。

■心臓ペースメーカーを装着されている場合は、本
機を使用しない

電波によりペースメーカーの動作に影響を与
える原因となります。

■病院などの医療機関内、医療用機器の近くや、飛
行機の中では使用しない

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原
因となります。

■他の機器に電波障害などが発生した場合、本機の
使用を中止する

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原
因となります。

電池に関するご注意

■乾電池を充電しない、加熱・分解しない、火や水
の中に入れない

電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周
囲を汚損する原因となることがあります。
● 指定以外の電池は使用しない
● 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
● 電池を使い切ったときや長時間リモコンを
使用しないときは電池を取り出す

● コインやネックレスなどの金属物と一緒に
保管しない

● 極性表示（プラス＋とマイナス－の向き）
に注意し、表示通りに入れる

■電池から漏れ出た液にはさわらない
万一、液が目や口に入ったり皮膚に付いた場
合は、すぐにきれいな水で充分洗い流し、医
師にご相談ください。

必ずする

禁止

禁止

禁止

禁止

接触禁止

禁止

接触禁止

指のけが
に注意

禁止

禁止

禁止

禁止
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■機器内部の点検について
お客様のご使用状況によって、定期的に機器内部の掃除をお勧めします。
本機の内部にほこりのたまったまま使用していると火災や故障の原因となることがあります。
特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。内部清掃については、販売店にご相談ください。

■本機のお手入れについて
● 表面の汚れは、中性洗剤をうすめた液に布を浸し、固く絞って拭き取ったあと乾いた布で拭いてください。化学ぞう
きんなどお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどに従ってください。

● シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装が落ちたり変形することがあります。

注意

接続、設置に関するご注意

■不安定な場所や振動する場所には設置しない
強度の足りないぐらついた台や振動する場所
に置かないでください。
本機が落下したり倒れたりして、けがの原因
となることがあります。

■本機の上に10kg以上の重いものや外枠からはみ
出るような大きなものを置かない

バランスがくずれて倒れたり落下して、けが
の原因となることがあります。また、本機に
乗ったりしないでください。

■配線コードに気をつける
配線された位置によっては、つまずいたり
引っかかったりして、落下や転倒など事故の
原因となることがあります。

電源コード・電源プラグに関するご注意

■表示された電源電圧（交流100ボルト）で使用する
本機を使用できるのは日本国内のみです。
表示された電源電圧以外で使用すると、火
災・感電の原因となります。

■電源コードを束ねた状態で使用しない
発熱し、火災の原因となることがあります。

■電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張ら
ない

コードが傷つき、火災や感電の原因となるこ
とがあります。
プラグを持って抜いてください。

■長期間使用しないときは電源プラグをコンセント
から抜く

絶縁劣化やろう電などにより、火災の原因と
なることがあります。

■電源プラグは、コンセントに根元まで確実に差し
込む

差し込みが不完全のまま使用すると、感電、
発熱による火災の原因となります。
プラグが簡単に抜けてしまうようなコンセン
トは使用しないでください。

■ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
感電の原因となることがあります。

■お手入れの際は電源プラグを抜く
お手入れの際は、安全のため電源プラグをコ
ンセントから抜いてから行ってください。

■アース線は必ず接続する
感電の原因となることがあります。
アース線を取り付けることができない場合
は、販売店にご相談ください。

使用上のご注意

■通風孔の温度上昇に注意
本機の通風孔付近は放熱のため高温になるこ
とがあります。
電源が入っているときや、電源を切った後し
ばらくは通風孔付近にご注意ください。

移動時のご注意

■移動時は電源プラグや接続コードをはずす
コードが傷つき火災や感電の原因となりま
す。

■本機の上にものを乗せたまま移動しない
本機の上に他の機器を乗せたまま移動しない
でください。
落下や転倒してけがの原因となります。
サランネットやスピーカーユニット部を持っ
て移動させないでください。

禁止

禁止

注意

必ずする

禁止

必ずする

禁止

電源プラグ
をコンセン
トから抜く

禁止

ぬれ手禁止

電源プラグ
をコンセン
トから抜く

高温注意

電源プラグ
をコンセン
トから抜く

禁止
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2 .  4 D S 4

電波について
●本機のリモコンとリモコン受信機は電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設備として技術基準適合証明
を受けています。従って、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。
日本国内のみで使用してください。各国の電波法に抵触する可能性があります。
また、本機は、電気通信事業法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項を行うと、法律で罰せ
られることがあります。
● 分解/改造すること
● 本機に貼ってある証明ラベルをはがすこと

2.4：2.4GHz帯を使用する無線機器です。
DS：DS-SS変調方式を表します。
4：与干渉距離は40ｍです。

●本機は電波を使用しているため、第3者が故意または偶然に傍受することが考えられます。
重要な通信や人命にかかわる通信には使用しないでください。

●次の場所では本機を使用しないでください。
ノイズが出たり、音が途切れて通常のご使用ができないことがあります。
● 2.4GHz用周波数帯域を利用する、無線LAN、電子レンジ、デジタルコードレス電話、Bluetoothなどの機器の
近く。
電波が干渉して通信が途切れることがあります。

● ラジオ、テレビ、ビデオ、BS/CSチューナーなどのアンテナ入力端子を持つAV機器の近く。
音声や映像にノイズがのることがあります。

本機を使用する周波数帯（2.4GHz）では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、免許を要する工場
の製造ラインで使用されている移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局や免許を要するア
マチュア無線局などが運用されています。
他の機器との干渉を防止するために、以下の点に十分ご注意いただきご使用ください。
● 本機を使用する前に、近くで他の無線局が運用されていないことを確認してください。
● 万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合は使用を停止してください。混信回
避のための処置等については、コールセンター（本書裏表紙に記載）へご相談ください。

● その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して、有害な電波干渉の事
例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、コールセンター（本書裏表紙に記載）へお問い合
わせください。
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PCリサイクルについて

本製品の後面パネルにはPCリサイクルマークがついています。このマークがあ
る弊社製品は、弊社が無償で回収・再資源化いたします。
* PCリサイクルマークは、はがさないでください。PCリサイクルマークがつい
ていない場合、リサイクルするための回収再資源化料金をご負担いただく場合
があります。
*パソコンを破棄する前に、「パソコンの破棄・譲渡時のハードディスク上のデー
タ消去に関するご注意」（裏面）を良くお読みになって、データの消去を行って
ください。

本製品の回収については、弊社コールセンターまでお問い合わせください。
コールセンター：TEL 050-3161-9555　　受付時間　9：30 ～ 17：30

（土･日･祝日･弊社の定める休業日を除きます）

詳しくは、弊社ホームページをご覧ください。
http://www.jp.onkyo.com/support/pc-recycle.htm

■ PCリサイクルの手順

①弊社コールセンターへ、本製品の回収のお申し込みをしてください。
　お名前・お電話番号・ご住所・製品名等をお知らせください。

②専用の「エコゆうパック伝票」を送付いたします。
　「エコゆうパック伝票」には、既に必要事項が記載されていますので、改めて記入するものは一切ありま
せん。
*エコゆうパックは許認可取得後に開始の予定です。それより以前は弊社より回収便を手配いたします。
詳しくは、弊社コールセンターへお問い合わせください。

③回収する製品を梱包し、｢エコゆうパック伝票」を梱包した箱等の見やすい場所に貼ってください。
　梱包は、輸送途中で破損・飛散しないような簡易な梱包で構いません。
ご注意
● CDやDVDのディスクやメモリーカードは梱包できません。梱包する前に本機に挿入されたままになっ
ていないか確認してください。

● お買い上げ時に付属していたキーボード、リモコンやケーブル等は梱包可能です。付属品でも、取扱説
明書や乾電池は梱包しないでください。詳しい梱包方法については、コールセンターにお問い合わせく
ださい。

④回収方法をお選びください。

郵便局に持ち込む場合：
最寄の郵便局（「コンビニエンスストア」・「郵便切手類販売所」・「簡易郵便局」・「郵便局以外のゆうパッ
ク取扱所」を除く）の小包窓口にお出しください。

戸口集荷を希望する場合：
「エコゆうパック伝票」に記載されている連絡先の郵便局に電話して、集荷日時等をご相談ください。
ご注意
● 輸送料金などの費用は一切かかりません。
● エコゆうパック伝票の未貼付の梱包は回収されませんのでご注意ください。
● 一旦回収された製品の返却はできませんのでご注意ください。
● お申し込みの内容と回収された内容が異なる場合、返却させていただきます。その場合、返却にかかっ
た費用はお客様にご請求させていただくことがあります。

PCリサイクルについて
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パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意

　最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきております。これ
らのパソコンの中のハードディスクという記憶装置に、お客様の重要なデータが記録されています。従って、
そのパソコンを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータ内容を消去するということが必要と
なります。ところが、このハードディスク内に書き込まれたデータを消去するというのは、それほど簡単で
はありません。

「データを消去する」という場合、一般に

● データを「ゴミ箱」に捨てる
● 「削除」操作を行う
● 「ゴミ箱を空にする」コマンドを使って消す
● ソフトで初期化（フォーマット）する
● 付属のリカバリーＣＤを使い、工場出荷状態に戻す

などの作業をすると思いますが、これらのことをしても、ハードディスク内に記録されたデータのファイル
管理情報が変更されるだけで、実際はデータは見えなくなっているという状態なのです。つまり、一見消去
されたように見えますが、Windows®などのOSのもとで、それらのデータを呼び出す処理ができなくなっ
ただけで、本来のデータは残っているという状態にあるのです。従いまして、特殊なデータ回復のためのソ
フトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある
人により、このパソコンのハードディスク内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用される恐
れがあります。
　パソコンユーザが、廃棄・譲渡等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブ
ルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、ユーザの責任において消去することが非
常に重要となります。消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）を利用するか、
ハードディスク上のデータを金槌や強磁気により物理的・磁気的に破壊して、読めなくすることを推奨しま
す。
　なお、ハードディスク上のソフトウェア（ＯＳ、アプリケーションソフトなど）を削除することなくパソ
コンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があるため、十分な確認を行う必
要があります。

PCリサイクルについて
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本機をお使いいただくにあたって
下記注意事項をお読みいただき、正しくお使いください。
● 本書は、マウスやキーボードの使用方法など、Windows® の基本的な操作について、すでにご存知であることを
前提に書かれています。

● 本機を運用した結果の影響については一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
● 本機の故障、誤操作、不具合により生じた損害などの純粋経済損失については、その責任を負いかねますのであら
かじめご了承ください。

● 本書の内容は、将来、予告なく変更されることがあります。
● 本書の一部または全部を無断で貸し出し、転載することは固くお断りします。

ハードディスクのデータについて
本機に振動・衝撃を与えたり、停電などが発生すると、故障したりデータが消失する恐れがあります。
特に、動作中は振動や衝撃を与えたり、電源コードを抜かないでください。また、重要なデータは定期的に書き込み可能
なCDやDVD、または外付けハードディスクなどに保存しておいてください。
ハードディスクの故障は、保障対象外です。故障した際の修理は有償になります。

ファンの音について
初めて本機の電源を入れたときや、電源コードを抜き差しした後に電源を入れたときは、一時的にファンの音が大きくな
りますが故障ではありません。

著作権に関するご注意
CD、DVDやインターネットホームページ上の音楽・画像等著作権の対象となっている著作物を複製、編集することは個
人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。
利用者自身が複製対象物について、著作権等を有しているか、あるいは複製等について著作権者等から許諾を受けている
等の事情が無いにもかかわらず、この範囲を超えて複製・編集や複製物・編集物を使用した場合には、著作権等を侵害す
ることとなり、著作権者等から損害賠償等を請求されることとなります。
本製品をそのように利用することは厳重にお控えください。

ハードディスクに蓄積されるコンテンツの免責について
本機に含まれる、またはインターネットもしくはCD等のメディアにより入手できるコンテンツ、情報、ソフトウェア、製
品、およびサービスには、間違いや誤植が含まれていることがあります。また、お客様自身がインターネットもしくはCD
等のメディアにより本機に蓄積されるコンテンツ、情報、ソフトウェア、製品、およびサービスの著作権の取り扱いにつ
いては、オンキヨー株式会社は、一切の責任を負わないものとします。
オンキヨー株式会社は、いかなる直接損害、間接損害、懲罰損害、偶発損害、特別損害、派生損害 (本機の使用もしくは
性能、本機または関連サービスの使用不能もしくは遅滞、サービスの提供もしくは提供不履行、または本機を通じて取得
されたコンテンツ、情報、ソフトウェア、製品、サービスおよび関連のグラフィックスに起因もしくは関連するか、ある
いはそれ以外で本機の使用に起因する使用の逸失、破損、データもしくは利益の逸失に関する損害) についても、それが
契約、不法行為、過失、厳格責任その他のいずれに基づくかを問わず、一切責任を負わないものとします。たとえ、オン
キヨー株式会社が、かかる損害の発生を知らされていた場合であっても同様です。

結露について
本機を冷えた所から暖かい部屋に持ち込んだり、寒い部屋をストーブなどで急に暖めた場合、本機の内部に水滴がつ
くことがあります。これを結露と言います。そのままでは正常に働かないばかりではなく、本機内部の部品も痛めて
しまいます。結露している場合は、電源を入れて1～2時間放置してからご使用ください。

電波障害自主規制について
本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。
本機は家庭環境で使用することを目的としていますが、テレビやラジオに近接して設置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。

瞬時電圧低下について
本機は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。
電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置などを使用されることをおすすめします。
（社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示）

レーザー安全基準について
本機に搭載しているスーパーマルチドライブは、レーザーに関する安全基準（JIS・C-6802）クラス1適合品です。

ご使用になる前に
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ソフトウェア使用許諾契約について
本製品にインストールされているソフトウェアをお使いになる前に必ずお読みください。
お客様がソフトウェアのご使用を開始された時点で、本契約の内容を承諾したことになります。
一部ソフトウェアに別途の｢使用許諾契約書｣等が添付されている場合は、本契約書より優先されて適用されます。
本契約の内容に同意できない場合は、お使いにならないでください。

使用許諾契約書
本使用許諾契約書（以下、本契約書）は、オンキヨー株式会社（以下、弊社）が、HDC-1.0（以下、本製品）にインス
トールされているソフトウェアと、それに付属するマニュアルなどの印刷された資料に関する使用条件を定めるものです。
第1条（定義）
1.「本ソフトウェア」とは、本契約書とともに提供されるソフトウェアおよびフォント、チュートリアルファイル、ヘルプ
ファイルなどデジタル情報の一部または全部を指します。なお、本ソフトウェアに含まれる第三者の著作権に関しても、
本契約書が適用されます。

2.「関連資料」とは、本契約書とともに提供されるマニュアルなどの印刷された資料を指します。
3.「お客様」とは、本契約とともに提供された本ソフトウェアを含む本製品を購入し本契約書に同意いただいた個人または
法人を指します。

第2条（使用条件）
1.本ソフトウェアは本製品にセットアップしたときのみご利用いただけます。
2.本契約書は、本ソフトウェアの不具合修正などの目的で改訂したソフトウェアに対しても適用されるものとします。
第3条（制限）
お客様は、下記の項目を行うことはできません。
1.本契約書に定めのない、複数コンピュータへの複製（コピー）。
2.関連資料の複製（コピー）。
3.本ソフトウェアに含まれるプログラムの改変またはカスタマイズ、リバースエンジニアリング。
4.本ソフトウェアの第三者への再配布、再使用許諾。
5.本ソフトウェア（複製物を含む）の貸与（レンタル）、疑似レンタル、中古品としての販売、譲渡。
6.本ソフトウェアをネットワークコンピュータやサーバーから第三者が複製またはダウンロードできる状態にしておくこ
と。

前項までの規定は、本ソフトウェアを改訂した製品をご購入した場合にも継続して適用されます。
第4条（保証範囲）
1.弊社は、本ソフトウェアまたは関連製品に物理的な瑕疵がある場合、お客様がご購入後30日間に限り、弊社の判断に基
づき交換いたします。ただし、地震、火災などの天災もしくは戦争による破損、または、お客様のご購入後の故意、過
失、誤った使用によって生じた破損についてはこの限りではありません。

2.弊社は、本ソフトウェアの機能がお客様の使用目的と適合することを保証するものではありません。弊社は、本製品の
物理的瑕疵について保証するものであり、本ソフトウェアまたは関連資料の使用または使用不能から生ずる直接的また
は間接的被害については一切責任を負いません。

3.弊社は、本ソフトウェアを使ってお客様が行ったいかなる行為についても、その責任を負いません。
第5条（期間）
1.本契約は、本契約が成立した時点、すなわちお客様が本ソフトウェアの使用を開始した時点から、お客様が本ソフトウェ
アの使用を停止するまで有効とします。お客様は、本ソフトウェアの使用を停止した時点で、本ソフトウェアおよび関
連資料の一切を破棄するものとします。

2.お客様が本契約書に違反した場合は、本契約を解除してお客様の本ソフトウェアの使用を停止させることができます。
弊社が、本ソフトウェアの停止を通知した場合には、お客様は速やかに本ソフトウェアおよび関連製品の一切をお客様
の費用負担で弊社に返却するものとします。

第6条（一般条項）
本契約書に関して生じた紛争については、大阪地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。

ご使用になる前に
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再生できるディスクについて

本機で再生できるディスクは、再生ソフト（CarryOn Music、
PowerDVD）によって異なります。
この項をよくお読みになり正しく再生をしてください。
● 再生可能なディスクマークでも、ディスクの録音/録画
　状態により、再生できないことがあります。
● 再生中は本機を移動したり揺らしたりしないでくださ
い。ディスクを傷つけるおそれがあります。

● 映画などの再生が終わると、多くの場合メニュ－画面があ
らわれます。メニュ－画面を長く表示させているとそれが
テレビ画面に焼き付いて、画面を傷める場合があります。

ストップ

これを避けるため、再生が終わったら、■ボタンを押して
ください。

● ディスクレーベル、パッケージまたはジャケットに下記
のマークが付いているディスクを使用してください。

*1 ビデオCDフォーマットのディスクはPowerDVDで再
生が可能です。

DVDビデオによって、リージョン番号が指定されているも
のがあります。リージョン番号は地域を限定するもので、
日本はリージョン番号「2」が指定されています。
これ以外のリージョン番号マークのついたディスクを再生
しようとすると、画面に再生できない警告表示が出ます。

■DVDの再生について
DVDでは、ディスク制作者の意図により、操作方法を変更
したり、特定の操作を禁止しているものがあります。このた
めディスクによって操作方法が異なったり、特定の操作がで
きないことがあります。

■ビデオCDについて
PowerDVDはビデオCDに対応しています。
ビデオCDには固有の制約があるため、PowerDVDの機能
を十分に活用できないことがあります。

再生できるディスクの種類とマーク

DVDビデオ

ビデオCD＊1

CD

CD-R＊1 CD-RW＊1

DVD-R DVD-RW
（1層/2層）

DVD＋R DVD＋RW
（1層/2層）

DVD-RAM

記録されている音声の数

記録されている字幕言語の数

記録されているアングル数

記録されている映像のアスペクト比
（縦横比）

リージョン番号（地域番号）を表わし
ます。本機はリージョン番号「2」、
または「ALL」と表示されたディス
クを再生することができます。

意味マーク

■DVDに表示されているマークについて
DVDのディスクレーベル、またはパッケージには以下のよ
うなマークが表示されています。

ディスクの予備知識
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● DVD-R（1層）は、DVD-R for General Ver. 2.0に準
拠したディスクをご使用ください。

● DVD-R(2層)は、DVD-R for DL Ver. 3.0/4×-SPEED
DVD-R for DL Revision1.0に準拠したディスクをご使
用ください。

● DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1または Ver.1.2に準拠
したディスクをご使用ください。

● DVD+Rは、DVD＋R 16×に準拠したディスクをご使
用ください。

● DVD＋R DLは、DVD＋R Double Layer 8×に準拠し
たディスクをご使用ください。

● DVD-RAMは、DVD-RAM Ver. 2.0 または Ver. 2.1
に準拠したディスクをご使用ください。

カートリッジタイプのDVD-RAMについて
DVD-RAMにはカートリッジタイプと非カートリッジタイ
プがあります。
カートリッジタイプのDVD-RAMを使用するときは、カー
トリッジからDVD-RAMが取り出せるタイプ（Type2また
は4）を使用してください。
カートリッジからDVD-RAMを取り出してからディスク挿
入口に入れてください。
Type4は両面を同時に使用できません。ディスクの裏面に
データを書き込む場合は、ディスクを裏返してください。

■複製制限機能（コピーコントロール機能）の
ついた音楽CDの再生について

複製制限機能（コピーコントロール機能）のついた音楽CD
の中には正式なCD規格に合致していないものがあります。
それらは特殊なディスクのため、本機で再生できない場合
があります。

■CD-R/CD-RWの再生について
本機は音楽CDフォーマット、またはMP3などの音楽デー
タやJPEGなどの写真データが記録されたCD-R/CD-RW
を再生することができます。ただし、ディスクよっては
「再生できない」、「ノイズが出る」または「音が歪む」な
どの現象が起きることがあります。

■ファイナライズしていないディスクについて
本機ではファイナライズしていないディスクは再生できま
せん。市販のDVDレコーダーなどで作成したディスクを使
用するときは、必ずファイナライズ処理をしてください。

書き込みできるディスクについて
キャリー オン

本機で記録できるディスクは、書き込みソフト（CarryOn
ミュージック パワー

Music、Power2Go）によって異なります。
● 音楽CDを作成したいときは、「CarryOn Music」のオー
ディオCD作成機能をご利用ください。
通常のプレーヤーで再生できる形式でCDが作成できま
す。

● ファイルをCDやDVDに保存したいときは、「Power 2
Go」のデータ記録機能をご利用ください。

■書き込み時の注意
● ディスクに記録している間は、他の作業をしないでくだ
さい。ディスクの書き込みを失敗する恐れがあります。

● 記録できるディスクマークでもディスクによっては記録
できないことや、記録状態によって再生できないことが
あります。

● ファイルフォーマットにより、ディスクへの記録ができ
ないことがあります。

記録できるディスクの種類とマーク

CD-R CD-RW

DVD-R DVD-RW
（1層/2層）

DVD＋R DVD＋RW
（1層/2層）

DVD-RAM

ディスクの予備知識
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ディスクの取り扱いについて

■異型ディスクについて
ハート型や八角形など特殊形状のディスクは使用しないで
ください。機械の故障の原因となることがあります。

■8cmディスクについて
本機で8cmディスクは再生できません。

■取り扱いについて
再生面(印刷されていない面)に触れないように、両端をはさ
むように持つか、中央の穴と端をはさんで持ってくださ
い。

レーベル面 
（印刷面） 

再生面 

 
再生面はもちろんレーベル面に紙やシールを貼ったり、文
字を書いたりしないでください。また傷などを付けないよ
うにしてください。

■保管上の注意について
直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなど、温度が高く
なるところや、極端に温度の低い場所はさけ、必ず専用
ケースに入れて保管してください。 
 

■レンタルディスクの注意について
ディスクにセロハンテープやレンタルディスクのラベルな
どの、のりがはみ出したしたり、剥がした跡があるものは
お使いにならないでください。ディスクが取り出せなく
なったり、故障する原因となることがあります。

■結露について
本機を冷えた所から暖かい部屋に持ち込んだり、寒い部屋
をストーブなどで急に暖めた場合、本機の内部に水滴がつ
くことがあります。これを結露と言います。そのままでは
正常に働かないばかりではなく、本機内部の部品も痛めて
しまいます。結露している場合は、電源を入れて1～2時間
放置してからご使用ください。

■お手入れについて
汚れによる信号読み取りが低減し、音とびや画像の乱れが
生じる場合があります。汚れている場合は、再生面につい
た指紋やホコリを柔らかい布でディスクの内周から外周方
向へ軽く拭いてください。

汚れがひどい場合は、柔らかい布を水で浸し、よく絞って
から汚れをふき取り、そのあと柔らかい布で水気をふき
取ってください。
アナログレコード用スプレー、帯電防止剤などは使用でき
ません。また、ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品は
絶対に使用しないでください。

■著作権について
ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演
奏、レンタル(有償、無償を問わず)することは、法律により
禁止されています。

ディスクの予備知識
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HD AUDIO COMPUTER
USB HDC-1.0

1 2 3

4

前面パネル
〔　〕内のページに主な説明があります。

1 （パワー）ボタンとパワーインジケーター〔29、35〕
電源のオン/オフを切り換えます。

2
イジェクト

åボタンとアクセスインジケーター
ディスクを取り出します。

3 ディスク挿入口
ディスクを入れます。

4 USBコネクター（2）
USB機器を接続することができます。
本機はUSB1.1およびUSB2.0に対応しています。

各部ボタンの名前と働き
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HD AUDIO COMPUTER

4321

765 8

後面パネル
〔　〕内のページに主な説明があります。

1
イーサネット

ETHERNETポート〔28〕
LANケーブルを使ってADSL/CATVなどのモデムに接続するかホームネットワークに接続します。

2 IEEE1394コネクター（6ピン）
Windows Vista™に対応しているIEEE1394機器と接続します。
バックアップ用に外付けハードディスクなどが接続できます。
接続する場合は、機器の取扱説明書を参照してください。
このコネクターは、電源の供給を行うことができます。

3
オーディオ イン アナログ

AUDIO IN ANALOG L/R端子〔26〕
音声の外部入力端子です。外部機器から録音する場合に接続します。

4
オーディオ アウト アナログ

AUDIO OUT ANALOG L/R端子〔26〕
オーディオアンプと接続します。
オンキヨー独自のVLSC回路を搭載していますのでアナログ2チャンネルでも高音質で聞くことができます。

5
イン

DC IN端子〔29〕
付属のACアダプターを接続します。

6
ビデオ アウト

DVI VIDEO OUT端子〔25〕
本機からDVI映像を出力する端子です。
モニターのDVI入力端子と接続します。

7 USBコネクター〔25〕
USB機器を接続することができます。
本機はUSB1.1およびUSB2.0に対応しています。

8
オプティカル デジタル オーディオ アウト

OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT端子〔26〕
オーディオアンプなどのデジタル音声入力端子を持つ機器と接続します。

各部ボタンの名前と働き
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乾電池を入れる

1. カバーを開ける

2. 中の極性表示にしたがって、付属の乾電池4個を
＋（プラス）と－（マイナス）を間違えないよう
に入れる

3. カバーを戻す

リモコンの使いかた

本機をリモコンで操作するためには、本機に付属のリモコ
ン受信機を接続する必要があります。
詳しくは、別冊の取扱説明書「リモコンを使う」をご覧く
ださい。

ご注意 

● 種類の異なる電池や、新しい電池と古い電池を混用しないで
ください。

● 長期間リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐた
めに電池を取り出しておいてください。

● 消耗した電池を入れたままにしておきますと腐食によりリモ
コンをいためることがあります。リモコン操作の反応が悪く
なったときは、古い電池を取り出して4本とも新しい電池と
交換してください。

● 電池の交換時には、アルカリ単4形をご使用ください。

リモコンを準備する
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（付属） 

差し込み不完全 

奥まで差し込んでください 

左（白） 

右（赤） 右（赤） 

左（白） 

L

R

DVI

OPTICAL

VGA

● 接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
● 電源コードは全ての接続が終わるまでつながないでく
ださい。

オーディオ用ピンコードは以下のように接続して
ください。
● 入力端子は赤いコネクターを右チャンネル（Rの表
示）、白いコネクターを左チャンネル（Lの表示）に接
続してください。

● コードのプラグはしっかりと
奥まで差し込んでください。
接続が不完全ですと、雑音や
動作不良の原因になります。

● ビデオコード、オーディオ用
ピンコードは電源コードやス
ピーカーコードと束ねないで
ください。音質や画質が悪くなることがあります。

光デジタル出力端子について
本機の光デジタル端子はとびらタイプですので、とびら
をそのまま奥へ倒すようにして光デジタルケーブルを差
し込んでください。

ご注意 

光デジタルケーブルはまっすぐ抜き差ししてください。
ななめに抜き差しすると、とびらが破損する場合があります。

映像/音声ケーブルと端子の種類について

接続の前に

DVIケーブル

ケーブルと端子の種類

ケーブルの名称 ケーブルの形 端子の形 ケーブルや端子の役割

高画質が得られます。デジタル映像信号を直接送
ることができます。

光デジタルケーブル
オプティカル

（OPTICAL）

オーディオ用
ピンコード

デジタル音声を伝送します。

アナログ音声を伝送します。

音

声

映

像 VGAケーブル
一般的にコンピューターのモニターなどに使わ
れています。
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HD AUDIO COMPUTER
USB HDC-1.0

CD MD PCTAPE/CDR

LINE

MAXMIN

TUNER

VOLUME DIRECT
STANDBY / ON

STANDBY

PHONES

MUTING MAIN IN

INPUTBASS

MAX

SUPER BASS TREBLE
ON OFF

POWER

モニター 

HDC-1.0（本機） 

アンプ 

スピーカー 

インターネット 

必要な機器

オーディオシステム（アンプとスピーカー）
アンプと接続し、本機のハードディスク内の音楽ファイ
ルを高音質で楽しむことができます。

パソコンのモニター
映画や写真を映し出すために必要です。

ラン

LANケーブルとモデム（インターネット接続用）
モデムとは専用回線と接続してインターネットに通信を
行うための機器です。ルータにあるDHCP機能を使用し
て自動的にIPを取得できるケーブルモデム、xDSLモデ
ム、回線終端装置などが必要です。

ご注意 

インターネットに接続するためには、ISP（インターネット･
サービスプロバイダ）と契約する必要があります。
ISP業者によって使用できるモデムの種類が異なりますので
詳しくはISP業者、またはPC関連ショップにお問い合わせく
ださい。

接続のあらすじ
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接続のステップ
以下の手順で接続を行ってください。
電源コードは、すべての接続が終わるまでつながないでください。

ステップ1：設置する

本機を設置するときは放熱を妨げないでください。
● 通風孔を絶対にふさがないでください。
● 本機の上にものを乗せないでください。
● 後面パネルは壁から5cm以上離して設置してください。
● ラックなどに入れるときは、機器の天面、横から20cm以上、背面から10cm以上の隙間を開けてください。
● 本機は横置き専用です。縦置きにしたり逆さまにして使用しないでください。

! ヒント

本機の側面にWindows®のプロダクトキーを添付しています。設置の前に本書に書き写しておくことをおすすめします。
（☞30ページ）

Windows®プロダクトキー：　　　　　　　 ― 　　　　　　　 ― 　　　　　　　 ― 　　　　　　　 ― 　　　　　　　

ステップ2：モニターを接続する（25ページ）

モニターに本機の映像出力端子を接続します。
以下の映像接続が可能です。
● DVI接続
● VGA接続

ステップ3：キーボードとマウス、リモコン受信機を接続する（25ページ）

キーボード、マウスで本機の操作を行います。
● 本機をリモコン操作するためには、リモコン受信機の接続が必要です。

ステップ4：オーディオ機器を接続する（26ページ）

オーディオ機器やAV機器と本機の音声出力端子を接続します。
以下の音声接続が可能です。
● デジタル（光）接続
● アナログ2チャンネル接続

接続をする
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リモコン受信機 
スタンド（付属品） マウス（付属品） 

リモコン受信機 
（付属品） 

キーボード（付属品） 

HD AUDIO COMPUTER

DVI

HD AUDIO COMPUTER

VGA

DVI-VGA変換アダプター 

ステップ2：モニターを接続する

DVI接続
ビデオ アウト

本機のDVI VIDEO OUT端子とモニターのDVI入力端子を接続します。

モニターに本機の映像出力端子を接続します
お使いのモニターに接続をしてください。

● DVI接続
● VGA接続

! ヒント

良い映像を得るためにはDVI接続をお勧めします。

VGA接続（付属のDVI-VGA変換アダプターを使用します。）

本機のDVI VIDEO OUT端子とモニターのVGA入力端子を接続します。
付属のDVI-VGA変換アダプターをご使用ください。

ステップ3：キーボードとマウス、リモコン受信機を接続する
本機のUSBコネクターに付属のキーボード、マウス、リモコン受信機を接続します。

接続をする
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HD AUDIO COMPUTER

アンプまたはアンプ 
内蔵スピーカー 

光デジタル 
入力 

L R

HD AUDIO COMPUTER

音声入力 

L R

HD AUDIO COMPUTER

音声出力 

ステップ4：オーディオ機器を接続する

デジタル（光）接続
オプティカル デジタル オーディオ アウト

本機のOPTICAL DIGITALAUDIO OUT端子とオーディオ機器の光デジタル入力端子を接続します。

ご注意 デジタル（光）接続をしたときは、オーディオ機器側で音量を調節してください。

オーディオ機器に音声出力端子を接続します
ご使用の環境に合わせて必要な接続をしてください。

● デジタル（光）接続
デジタル音声をお楽しみになりたい方はこの接続をしてください。

● アナログ2チャンネル接続
オンキヨーVLSC回路を搭載していますので、高音質なアナログ2チャンネル再生をお楽しみいただけます。
オーディオ機器やアンプ内蔵スピーカーと接続してください。

アナログ2チャンネル接続
オーディオ アナログ アウト

付属のオーディオ用ピンコードを使って本機のAUDIO ANALOG OUT端子とオーディオ機器のアナログ音声入力端子を
接続します。

ご注意 アナログ2チャンネル接続したときは、オーディオ機器側で音量調節をしてください。

オーディオ アナログ イン

オーディオ用ピンコードを使って、本機のAUDIO ANALOG IN端子とMDレコーダー、アナログプレーヤーなどのアナ
ログ音声出力端子を接続します。

接続をする
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電話機 

電話 
会社 

電話回線 
（ADSL回線） 

インターネット 
サービス 
プロバイダ 

ISP

インターネット 

本機 

スプリッタ 

ADSL 
モデム 

インターネット 
専用回線 

ケーブル 
テレビ 
チューナー 

CATV回線 
 インターネット 

サービス 
プロバイダ 

ISP

インターネット 

本機 

テレビ 

分配器 

ケーブル 
モデム 

回線 
事業者 

光ファイバー 

インターネット 
サービス 
プロバイダ 

ISP

インターネット 本機 
ONU 
回線終端 
装置 

インターネット 
専用回線 

電話 
会社 

電話回線 

ISDN回線 
 インターネット 

サービス 
プロバイダ 

ISP

インターネット 

本機 

電話機 

ターミナル 
アダプター 

インターネットに接続するには、さまざまな通信方法があります。ご使用の環境に合わせて接続をしてください。
ここでは、代表的な接続方法について説明します。
インターネットの接続方法などについては、各機器の取扱説明書や、プロバイダ、CATV局などから送られてくる説明書
を参照してください。

ADSL

一般の固定電話回線(アナログ)と、パソコンの間に「ADSL
モデム」を接続して、高速でインターネット接続するサー
ビスです。
ADSL接続サービスを提供しているプロバイダへの申し込
みが必要です。

CATV

ケーブルテレビの回線を使ってインターネットに接続する
サービスです。CATVインターネットサービスを提供して
いるCATV局への申し込みが必要です。ただし、ケーブル
テレビのサービスが提供されていない地域では利用できま
せん。

FTTH

光ファイバーを使った回線を利用してインターネットに接
続するサービスです。他のブロードバンド方式よりも高速
な通信が可能です。
FTTHを提供しているプロバイダへの申し込みが必要で
す。光ファイバーケーブルを直接引き込むための工事が必
要になります。

ISDN回線

NTTのデジタル回線（ISDN）を利用してインターネット
接続するサービスです。
ISDN回線の申し込みと、プロバイダへの申し込みが必要で
す。

インターネットに接続する
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ご家庭で複数のパソコンをお使いになっていて、パソコン同士で写真などのデータやプリンタを共有したり、同時にイン
ターネットを楽しんだりするときに便利なのが、「ネットワーク（LAN）」です。

LANケーブルを使って、ルータを経由してネットワークに接続します。

ネットワーク設定について
ブロードバンドルータ（DHCP機能）をお使いの場合は、自動的にネットワーク設定が行われるので、設定する必要はあ
りません。

LANケーブルの接続のしかた
1.本機の電源を切ります。
2.本機のETHERNETポートにLANケーブルを接続してください。
　端子の向きを間違えないように接続してください。

LANケーブルを取り外すときは
1.本機の電源を切ります。
2.LANケーブルのコネクターのツメを押しながらまっすぐ引き抜いてください。
　無理に引き抜くとツメが折れることがありますので、ご注意ください。

本機 

LAN ポート/ 
イーサネット 
ポート 

ルータ 

WAN側へ 

モデム 

インターネット 

LAN側ポートへ 

LAN側ポートへ 

他のパソコン 

HD AUDIO COMPUTER
USB HDC-1.0

LANケーブル 
（別売品） 

カチッと音がするまで 
差し込んでください。 

LAN側ポートへ 

ネットワーク（LAN）に接続する
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ACアダプターを接続する
● ACアダプターを接続する前に、すべての接続が完了していることを確認してください。
● 本機の電源を入れると、瞬間的に大きな電流が流れて他の機器の動作に影響することがあります。
繊細な機器とは別系統のコンセントに接続することをおすすめします。

● 付属のACアダプター以外は使用しないでください。このACアダプターは本機専用です。

1 付属のACアダプターと電源コードを接続する

2 イン

付属のACアダプターを本機のDC INに接続する

3 アース線を接続する
アース線の端子には保護キャップがついています。
接続するときに取り外してください。

4 ACアダプターの電源プラグを家庭用電源コンセントに接続する

1 モニターの電源を入れ、本体の  （パワー）ボタンを押す
電源が入り、パワーインジケーターが点灯します。

お買い上げ後、初めて電源を入れたときに、Windows®のセットアップ画面が立ち上がります。
最初に起動するときは、10分程度かかります。操作をせずにそのままお待ちください。
次ページをご覧になってコンピューターの基本セットアップを行ってください。

ご注意 必ず先にモニターの電源を入れてください。映像が出ない場合があります。

ご注意 

● アース線を接続するときは、必ず電源プラグをコンセントに接続する前に行ってください。またアース線をはずすときは、必ず
電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。

●

イン

家庭用電源コンセントに電源プラグを差し込んだ状態で、DC INから電源コードを抜くと、感電する可能性があります。
電源コードを接続するときは、最後に家庭用電源コンセントに接続し、抜くときは最初に家庭用電源コンセントから抜いてください。

電源を入れる

電源コード 

家庭用電源 
コンセント 

ACアダプター 

1

2 3

4

HD AUDIO COMPUTER
USB HDC-1.0

　( パワー)ボタンと 
パワーインジケーター 

電源を入れる

HDC-1.0(27-35)(SN29344382) 07.1.11, 0:44 PM29

ブラック



30

Windows®の初期設定をする

ご注意 

初めて本機の電源を入れたときに、「お待ちください…」の画面が10分程度表示されます。
Windowsのセットアップ画面が表示されるまで、電源は切らずにお待ちください。

Windowsのセットアップ画面が表示されましたら、画面の案内に従って日付けや時間など、コンピューターの基本セット
アップを行ってください。

途中、プロダクトキーを入力する必要があり
ます。本機側面に添付してあるCertificate of
Authenticity（COA） ラベルにあるプロダクト
キーを入力してください。プロダクトキー
は、25文字の英数字で、5文字ごとにハイフ
ンで区切られた形式になっています。

重要  ライセンス認証の手続きについて

最初に本機を立ち上げてから30日以内にオンライ
ンまたは電話でWindowsをライセンス認証する
必要があります。
コントロールパネル→システムとメンテナンス→
システムウィンドウに表示される鍵のアイコンを
クリックするとWindowsのライセンス認証クラ
イアントを起動することができます。

プロダクトキー 

約10分間

「お待ちください…」 セットアップ画面

本機の初期設定をする
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1 デスクトップ上の （ONKYO
リモコン設定ウィザード）をダブ
ルクリックする
「ONKYO リモコン設定ウィザード」画面
が表示されます。

2 PC の名前を設定する
リモコンをご使用いただくための設定で
す。初期設定で「HDC-1.0」が入力され
ており、変更の必要はありません。

3 CDやDVDを再生するアプリケー
ションを設定する
チェックを入れると、CDをセットした場
合はCarryOn Musicが、DVDをセット
した場合はPowerDVDが自動的に起動し
ます。

アプリケーションの初期設定をする

リモコンで本機を快適にご使用いただくために、ONKYO リモコン設定ウィザード を起動し、画面の指示に従って設定
を行ってください。

4 QuickTime をインストールする
チェックを入れるとCarryOn Music で
AAC形式の音楽を再生することができま
す。

5 設定を開始する
設定内容を確認して、設定を開始しま
す。画面の指示に従って設定を完了して
ください。

本機の初期設定をする
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音楽を再生する、CDから音楽を取り込む
プリインストールしているソフトウェアCarryOnMusic 10を利用すると、CDからハードディスクへの音楽の取り込み、
再生など、音楽を楽しむためのさまざまな機能を使うことができます。

Gracenoteの音楽認識サービスの利用登録をする
CarryOn Musicでは、音楽にタイトル名やアーティスト名をつけるために、Gracenoteの音楽認識サービスを利用して
います。利用には、ユーザー登録が必要ですのではじめに以下の手順で登録を行ってください。

1 インターネットに接続できていることを確認する

2 デスクトップ上のショートカットをダブルクリックして、CarryOn Musicを起動
する

3 メニューバーの［ツール］→［オプション設定］をクリックする

付属のソフトウェアを使う
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4 オプションダイアログが表示されたら、
［CD］タブをクリックし、［登録情報］を
クリックする

5 Gracenote MusicIDの登録画面が表示
されたら、［次へ］をクリックする

6 Gracenoteの利用許諾に同意する場合は、
［これらの使用条件を読みました。使用条件
の内容に同意します。］にチェックを入れ、
［完了］をクリックする

7 ［完了］をクリックすると登録が完了する

※不明な点がありましたらGracenote－Your Source for Music Information（http://
www.gracenote.com）へアクセスしてください。

※CarryOn Musicの詳しい使い方は、取扱説明書「CarryOn Music 10を使う」をご覧ください。
※CarryOn Musicに登録されている音楽は、リモコンで再生することができます。

リモコンでの操作方法は、取扱説明書「リモコンを使う」をご覧ください。

付属のソフトウェアを使う
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データCD/DVDを作成する
プリインストールしているソフトウェアPower2Goを使うと、ファイルをCDやDVDに書き込むことができます。
ファイルをCDやDVDにバックアップする際にご利用ください。

Power2Goを起動するには、デスクトップ上のショートカットをダブルクリックします。
※ 「ユーザー登録」画面がでることがあります。

DVDを再生する
プリインストールしているソフトウェアPowerDVDを利用すると、DVDを再生することができます。
PowerDVDを起動するには、デスクトップ上のショートカットをダブルクリックします。

PowerDVDは付属のリモコンで操作することができます。詳しくは、取扱説明書「リモコンを使う」をご覧ください。

付属のソフトウェアを使う
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1 スタンバイ オン

リモコンのPC STANDBY/ONボタンを押す
本機のパワーインジケーターが点滅して、スリープ状態になります。

2 再び電源をオンにするには、本体の  （パワー）ボタンを押すか、リモコン
のPC STANDBY/ONボタンを押す
本機のパワーインジケーターが点灯して電源が入ります。

本機をスリープ状態にする

本機の電源を入れてから、しばらくの間使用していないと自動的にスリープ状態になります。
電源をオンにするには、本体の  （パワー）ボタンを押すか、リモコンのPC STANDBY/ONボタンを押してください。

ご注意 

● スリープ状態のときは電源プラグを抜かないでください。必ず下の手順で電源を切ってから電源プラグを抜いてください。
● HDC-1.0が休止状態のときは、リモコンで電源をオンにすることはできません。

電源を切る

1 デスクトップの「スタート」ボタンをクリックし、 をクリックする
シャットダウンオプションが表示されるので、「シャットダウン」をクリック
する
本機のパワーインジケーターが消灯して、電源がオフになります。

HD AUDIO COMPUTER
USB HDC-1.0

パワー 
インジケーター 

1,2
2

リモコン 

本体 

リモコン 

スリ－プ状態にする/電源を切る
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オーディオコントロールパネル（Audio Deck）の使いかた

オーディオコントロールパネル（Audio Deck）の起動

Windows Vista™の通知領域（タスクトレイ）上のAudio Deckアイコンをク
リックして起動します。
または、［スタート］→［すべてのプログラム］→［Envy24HF AudioDeck
Control Panel］を選択して起動させることもできます。

オーディオコントロールパネル（Audio Deck）の使いかた

オーディオコントロールパネル

各メニューが表示されます
S/PDIFコントロールパネル、再生パネル、録音パネル、サウンドエフェクトパネル

＊
、システム

情報パネルがあります。37～40ページをご覧ください。
＊サウンドエフェクトパネルの表示のしかたは、「拡張設定を使用する」（☞39ページ）をご覧ください。

サンプル レート

Sample Rateボタン
サンプリングレートを切り換えます。
選択されたサンプリング周波数
で再生されます。
音楽を再生中に選択を切り換え
た場合、変更を有効にすめため
に、一旦再生を停止してから再
度再生を行ってください。
Sample Rateは〔44.1〕、
〔48〕、〔96〕、〔192〕から選択
できます。

！ヒント

最適なサンプリング周波数を選択
することで、より良い音質でお楽
しみいただけます。

再生しているサンプリングレートを表示します テスト音を出力してスピーカーの接続
状況を確認することができます

クリックするとパネルを閉じます

マスターボリューム
全体の音量を調整します。

フェーダーリンク
左右のボリュームが同期して上下に移動します。クリックしてボタ
ンを消灯させると、左右別々で音量を調整することができます。

ミュート
全体の音声を消します。クリックしてボタンを点灯させると、
ミュートが働きます。

スピーカーのチャンネル数が表示されます

パネル切換ボタン
パネル切換ボタンをクリックすると各メニューが表示されます。

音声出力の設定をする
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デジタル出力の設定をする（S/PDIFコントロールパネル）

S/PDIFコントロールボタンをクリックしてパネルを開きます。［S/PDIFコントロール］パネルでは、デジタル出力の方
法を設定します。

1 デジタル出力の有無
S/PDIF出力を使用
再生時、デジタル出力端子から再生を行うときにチェックをつけます。チェックをはずすとデジタル出力されません。

2 デジタル出力信号の種類を選ぶ
マルチチャンネル出力を優先（48kHz）
音声の形式（ドルビーデジタル*/DTS**またはPCM）を自動的に選択して出力します。AVセンターと組み合わせて
マルチチャンネル再生がお楽しみいただけます。出力されるサンプリング周波数は［48kHz］に固定されます。
*ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビーおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリー
ズの商標です。

** DTSは、DTS社の商標です。

PCMのみ
WAVEなどのPCM音声のみを出力します。Sample Rateボタンで選択されたサンプリング周波数で出力を行いま
す。

ご注意 

PCMのみを選択したときは、接続する機器が設定したサンプリング周波数に対応しているかどうかをご確認ください。

1 2

音声出力の設定をする
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HDC-1.0から出力される音声ボリュームを調整する（再生パネル）

再生ボタンをクリックしてパネルを開きます。
［再生］パネルではパソコンから出力される音声のボリュームを調整できます。

外部機器と接続して録音を行う（録音パネル）

録音ボタンをクリックしてパネルを開きます。［録音］パネルでは、外部機器からの入力をパソコンのハードディスクに
録音する場合に、入力レベルを調整することができます。

ボリュームフェーダー
各音量を調整します。

！ヒント

より良い音で聴くために、ボリュームフェー
ダーは最大に設定していただき、接続したア
ンプで音量を調整してください。

フェーダー（デジタル出力のみ）
各音声の左右のボリュームが同期して上下に移動します。
クリックしてボタンを消灯させると、左右別々で音量を調整する
ことができます。

ミュート
各音声を消音にします。クリックしてボタンを点灯させると
ミュートが働きます。

入力音声の入力レベルを調整します
より良い音で聞くために、再生時は入力レベルを一番下
に設定してください。

本機では働きません

音声出力の設定をする
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拡張設定を使用する（拡張設定パネル）

拡張設定ボタンをクリックしてパネルを開きます。
［拡張設定］パネルでは、オーディオコントロールパネル
の表示言語を変えたり、さまざまなサラウンド効果やイコ
ライザー機能を付加して再生することができます。

●言語
オーディオコントロールパネル（Audio Deck）の各設定表示の言語を選択します。
お買い上げ時の設定は［Auto］です。

●パフォーマンスモード有効
再生時のMaster Volumeレベルや各スピーカーのレベルインジケータ表示を停止します。

●Immezio 3D Effects有効
Immezio 3DのQSoundおよびEAX・A3Dなどのサラウンド効果を使用する場合は［Immezio 3D Effects有効］を
クリックします。この設定を有効にするにはシステムの再起動が必要です。再起動した後、パネルの左部分に［サウン
ドエフェクト］ボタンが追加表示されます。Immezio 3DのQSoundの各設定については次の項目をご覧ください。

QSoundを使用する（サウンドエフェクトパネル）QSoundは、Immezio 3Dの機能です。

サウンドエフェクトボタンをクリックしてパネルを開きま
す。（サウンドエフェクトボタンを表示させるには、上の
項目をご覧になって拡張設定パネルで、［Immezio 3D
Effects有効］をクリックして再起動してください。）
［サウンドエフェクト］パネルでは［QSound］を利用し
てさまざまなサウンド効果やイコライザー機能を付加して
再生することができます。

●イコライザー
イコライザー機能を使用します。［イコライザー］ボタンをクリックして、イコライザーボタンを点灯させ、各周波数
のスライダーを上下して調整してください。イコライザーを使用しない場合はイコライザーボタンをクリックしてボタ
ンを消灯させてください。

Smooth Slider
周波数のスライダーを上下した際に、その周辺のバンドも同期して上下させることができます。Smooth Sliderは［イ
コライザー］が有効になっている場合にのみ表示されます。

Presetボタン
あらかじめプリセットされているイコライザー設定（Techno、Jazz、Pop、Classic）を呼び出すことができます。
また、自分で設定したイコライザーの状態を保存することもできます。

●QEM設定
残響効果を設定します。有効にするには、QEM設定ボタンをクリックしてボタンを点灯させてください。残響効果の種
類を選び、スライダーで効果の強さを設定することができます。

●QXpander
2chスピーカーで3次元的な広がり感を付加させることができます。有効にするには、QXpanderボタンをクリックし
てボタンを点灯させてください。下段のスライダーで効果の大きさを調整することができます。

音声出力の設定をする

HDC-1.0(36-40)(SN29344382) 07.1.11, 0:45 PM39

ブラック



40

システム情報を確認する（システム情報パネル）

システム情報ボタンをクリックしてパネルを開きます。
ドライバやWindows®などのバージョン情報が表示されま
す。

音声出力の設定をする
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1 本機に周辺機器（USB機器など）
が接続されている場合は、周辺機
器を取り外す

2 キーボードを本機に接続する

3 本機の電源を入れ、起動中に画面
に「F9：」と表示されている間
にキーボードのF9ボタンを押す
本機がシステム・リカバリモードで起動
します。

4 キーボードのYボタンを押す

万が一、本機の動作が不安定なとき、プリインストールさ
れているソフトウェアの動作が不安定なときや本機に接続
している周辺機器が使用できないときなどで、再インス
トールが必要になった場合は、システム・リカバリを実行
してください。
システム・リカバリを実行すると、ハードディスクの全て
の内容がお買い上げ時の状態に戻ります。
お客様が保存されたデータやインストールされたアプリ
ケーションは全て削除されます。

重要 
大切なデータは必ずバックアップしておいてください。
デジタルカメラから取り込んだ写真や電子メールなど、
失っては困る大切なデータは必ず再インストールの前に
バックアップしてください。

システム・リカバリをする

5 キーボードのYボタンを押し、リ
カバリを開始する
表示されている内容をよくお読みになっ
てください。

6 システム・リカバリの進行状況が
表示される
システム・リカバリは約10分程度かかり
ます。

7 システム･リカバリが終了する
と、メッセージが表示されるの
で、キーボードのCtrl＋Alt＋
Delボタンを押して本機を再起動
させる

お買い上げ時の状態に戻す（システム・リカバリ）

HDC-1.0(41-E)(SN29344382) 07.1.11, 0:45 PM41

ブラック



42

まず下の表で点検してみてください。接続した他機に原因がある場合もありますので、他機の取扱説明書も参照しながら
あわせてご確認ください。
文章の最後にある数字は参照ページ数です。

電源に関して

電源が入らない

● 電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してください。
● 一度電源プラグをコンセントから抜き、5秒以上待ってから再度コンセントに差し込んでください。

音に関して

音声が出ない

● Windows®のタスクバーにあるスピーカーのアイコンを右クリックして「音の調節」パネルを開き、ミュートにチェッ
クが入っている場合は、チェックを外してください。出力レベルが小さい時は、音声出力のレベルを適正な値に調整し
てください。

● アンプやスピーカーをHDC-1.0に接続している場合は、それらの接続を確認してください。また、アンプやスピーカー
の電源、音量調整を確認してください。

● 音声出力デバイスが正しいか確認してください。コントロールパネルからハードウェアとサウンド→サウンドパネルを
開き再生タブをクリック、使用するデバイスを選んでください。

デジタル音声が出ない

● Audio Deckでデジタル出力を有効にしてください。チェックをはずすとデジタル出力されません。（37）
● PowerDVDの設定画面の音声出力を確認してください。
雑音が入る

● ピンコードのプラグは奥まで差し込んでください。

音質に関して
電源プラグの極性を変えると音が良くなることがあります。電源投入後10～30分程度経過した方が音質は安定しま
す。オーディオ用ピンコードはスピーカーコードと一緒に束ねると音質が低下しますのでご注意ください。

映像に関して

再生画像が時々乱れる

● ディスクが汚れていないか確認してください。
● 早送り、早戻しをすると画像が多少乱れることがあります。これは本機の故障ではありません。
● 複数のアプリケーションが立ち上がっている場合、画像が乱れることがありますが、これは故障ではありません。
● 再生中に解像度を切り換えると画像が乱れることがあります。解像度の切り換えは、必ず停止中に行ってください。

再生画像の明るさが一定しない。または、再生画像にノイズが入る

● モニターによっては再生時の色の濃さ（カラーレベル）がわずかに薄くなったり、色合い（ティント）が変わったりす
る場合があります。また、ディスクによっては解像度が高いため画像ノイズが出る場合があります。この場合は、モニ
ターを調節してベストな状態にしてください。

映像がモニター画面に映らない

● 本機を接続したモニターの入力設定が正しいか確認してください。
● モニターの電源を入れてから本機の電源を入れてください。（29）
● 停止中や一時停止など同じ画面が長時間表示される場合は、Windows®のスクリーンセーバー機能が働きます。この
場合、マウス、キーボードを操作すると解除されます。

ディスクの再生に関して

ディスクが再生できない

● 本機で再生できるディスクかどうか確認してください。（16）
再生できるディスクは、再生ソフト（CarryOn Music、Power DVD）によって異なります。

再生が始まるまでに時間がかかる

● DVDや曲数の多いCDの場合読み込みに時間がかかることがあります。

音が飛ぶ

● 本機に振動が加わっている、またはディスクに大きな傷があったり汚れていると音とびすることがあります。

ディスクが入っているのに再生しない

● ディスクの裏表が正しくセットされているか確認してください。
● ディスクがひどく汚れていたり損傷していないか確認してください。
● 結露していると思われる場合は、電源を入れてから約１時間後に操作してください。（14）

困ったときは
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DVDの再生に関して

DVDが正しく再生できない

● ディスクのリージョン番号を確認してください。本機は、｢2」または「ALL」と表示されたディスクを再生すること
ができます。（16）

複製制限機能（コピーコントロール機能）のついた音楽用CDの再生

再生時に雑音が入ったり、音飛びする/1曲目を再生しない/頭出しに通常よりも時間がかかる/曲の途中から再生する/
再生できない箇所がある/再生の途中で停止する/誤表示する

● コピーコントロール機能のついた音楽用CDの中には、CD規格に合致していないものがあります。
それらは特殊ディスクのため本機で再生できない場合があります。

CD-R/RW、DVD±R/RWの再生に関して

ディスクを再生できない

● ファイルを記録したディスクがファイナライズされていることを確認してください。

リモコンに関して

リモコンが働かない

● 電池の極性（＋、－）が、表示通り正しく入っているか確認してください。（21）
● 電池をすべて新しいものと交換してみてください。（種類の異なる電池の使用や、新しい電池と古い電池の混用はさけ
てください）

● リモコンと本体の間が離れすぎていませんか？
● リモコンと本体の間に障害物がありませんか？
● リモコン受信機が本機に正しく接続されていますか？
● リモコンと本機が正常に通信されていますか？通信状態の確認のしかたについては、取扱説明書「リモコンを使う」を
ご覧ください。

Windows®に関して

Windows®のライセンス認証について

● 本機は、最初に立ち上げてから30日以内にWindows®のライセンス認証の手続きを行う必要があります。30日以上
経過するとWindows®を起動することができなくなり、認証の手続きをする画面が立ち上がりますので、画面の指示
に従ってライセンス認証の手続きをしてください。（30）

製品の故障により正常に録音できなかったことによって生じた損害（CDレンタル料等）については保証対象になりま
せんので大事な録音するときにはあらかじめ正しく録音できる事を確認の上、録音を行ってください。

本機は高度な機能を実現していますが、ごくまれに外部からの雑音やノイズ、また静電気の影響によって誤動作する場
合があります。
そのような時は、電源プラグを抜いて約5秒以上待ってから改めて電源プラグを入れてください。

■付属のキーボードで、ブラウザ操作などが可能です。

1.スタンバイキー
　本機をスリープ状態にします。スリープ状態の場合は本
機を起動します。

2.「戻る」
　エクスプローラーの「戻る」ボタンに相当します。

3.「進む」
　エクスプローラーの「進む」ボタンに相当します。

4.「更新」
　現在表示中の内容を最新の内容に更新します。

5.「ホーム」
　インターネットエクスプローラーでホームページに設定
したページが表示されます。

6.「検索」
　検索Windowが起動します。

7.「メール」
　Windowsメールが起動します。

1 2 3 4 5 6 7

困ったときは
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■音声出力端子
　サウンド機能 最大192kHz, 24bit
　周波数特性 0.3Hz～88kHz

（2ch出力、サンプリング周波数192kHz時）
SN比 110dB（IHF-A）

　全高調波歪率 0.003%（1kHz）
　音声出力電圧 2.0Vrms（2ch）
　デジタル出力 S/PDIF（Optical）

■音声入力端子
音声入力端子 アナログ音声入力

■PC
OS Microsoft® Windows Vista™

Home Basic
CPU Intel® Core™ 2 Duo T5500
メインメモリ 1GB
チップセット Intel 945GM Express
ハードディスク容量 120GB
CD/DVDドライブ DVDスーパーマルチドライブ内蔵
ディスプレイ出力 DVI
解像度 800×600、1024×768、

1280×1024、1600×1200
LAN 10BASE-T/100BASE-TX/

1000BASE-T
USB 前面2ポート

背面4ポート
IEEE1394 背面6pin 1ポート
入力装置 キーボード

マウス
リモコン

■リモコン受信機
接続方式 USB
伝送帯域 2.4GHz帯（IEEE 802.15.4）
電源 USB供給
消費電流 75.4mA（受信状態）
外形寸法 61.4（幅）×11.0（高さ）×22.0（奥行）mm

■リモコン
接続方式 RF部　2.4GHz帯（IEEE 802.15.4）

および赤外線方式
電源 単4乾電池4本
外形寸法 223.5（幅）×30.0（高さ）×49.7（奥行）mm

■総合
電源電圧 AC100V、50/60Hz
消費電力 120W

スリープ状態時消費電力 5W

最大外形寸法 205（幅）×92.5（高さ）×240（奥行）mm
質量 3.0kg
許容動作温度 5℃～35℃
リカバリ方式 ハードディスクリカバリ

※仕様及び外観は予告なく変更することがあります。

主な仕様
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■オンキヨー修理窓口について
詳細は付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案
内」をご覧ください。

■保証期間中の修理は
万一、故障や異常が生じたときは、商品と保証書をご持参
ご提示のうえ、お買い上げの販売店またはお近くのオンキ
ヨー修理窓口へご相談ください。詳細は保証書をご覧くだ
さい。

■保証期間経過後の修理は
お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相
談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様
のご要望により有料修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について
本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後最低6年間保有し
ています。性能部品とは、その製品の機能を維持するため
に必要な部品です。保有期間経過後でも、故障箇所によっ
ては修理可能の場合がありますのでお買い上げ店、または
お近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。

■保証書
この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上
げの際にお受け取りください。
所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に
保管してください。
保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

■調子が悪いときは
意外な操作ミスが故障と思われています。
この取扱説明書をもう一度よくお読みいただき、お調べく
ださい。本機以外の原因も考えられます。ご使用の他の
オーディオ製品もあわせてお調べください。それでもなお
異常のあるときは、電源プラグを抜いて修理を依頼してく
ださい。

修理を依頼されるときは、下の事項をお買い上げの販売
店、または付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご
案内」記載のお近くのオンキヨー修理窓口までお知らせく
ださい。

お 名 前

お 電 話 番 号

ご 住 所

製 品 名 HDC-1.0

で き る だ け 詳 し い 故 障 状 況

修理について
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電話でのお問い合わせ：
コールセンター　050-3161-9555

サポート時間：月～金曜日
（土、日祝、弊社休日を除く）
9：30～17：30

メールフォームによるお問い合わせ：
http://www.jp.onkyo.com/　から
オンキヨーホームページを開く

↓
サービス・サポートをクリック

↓
「メール（フォーム）によるお問い合わせ」の「PC周辺機
器に関するご購入相談・機能取扱」をクリックしてくださ
い。

製品に関する最新情報などは：

ホームページアドレス
http://www.jp.onkyo.com/

をご参照ください。

お客様ご相談窓口
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保証書が適用される範囲は保証期間中、製品のハードウエア部分の修理に限らせていただきます。
製品のハードウエア部分に起因しない不具合（製品にプレインストールされたまたは、添付されたソフトウェア製品に起
因する不具合、およびウイルス感染による不具合等）につきましては保証書の適用範囲外となります。また、製品の記憶
装置（ハードディスク等）の記録媒体に保存された内容の消失、破損、変更等につきまして当社は一切責任を負いません。
お客様の責任においてデータ等のバックアップ、管理をお願いいたします。

1. 保証期間中に取扱説明書、製品添付ラベル等の注意にしたがった正常な使用状態で製品が故障した場合には、お買い上
げの販売店またはオンキヨーサービス拠点にて無料修理いたします。

2. 保証期間中に故障して無料修理をお受けになる場合には、持込修理が原則となっています。製品と保証書をご持参ご提
示の上、お買い上げの販売店またはオンキヨーサービス拠点にご依頼ください。なお、保証期間中のご返送料は弊社に
て負担いたします。

3. ご転居、ご贈答品等で保証書記載のお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には､オンキヨーコールセンター
にご相談ください。

4. 保証期間中でも次の場合には有料修理になります。
1）保証書の提示がない場合
2）ご使用上の誤り（水などの液体こぼれ、落下、水没等）または不当な修理や分解、改造、誤接続による故障および
損傷

3）保証書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、文字を書きかえられた場合、その他事実と異な
る記載がされていた場合

4）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）、異常電圧、指定外の使用電源
（電圧、周波数）、水掛かり等による故障および損傷

5）有寿命部品や消耗品（各部ゴム、電池、レコード針、キャリングケース等）の交換
6）接続している他の機器、または不適当な消耗品やメディアの使用に起因して製品に生じた故障および損傷
7）お買い上げ後の輸送や移動または落下等、不適当なお取り扱いにより生じた故障および損傷
8）お客様が設定したパスワード等の忘却により、メインボード、本体カバー、ハードディスク等その他の部品の交換
9）お客様のご要望による出張修理をおこなう場合の修理料金、セットアップ料金
10）一般家庭用以外（業務用の使用、車両・船舶への搭載等）に使用された場合の故障および損傷
11）製品の故障原因が製品以外の他社製品にある場合
12）ソフトウェアの再インストールで復旧する場合であって、お客様が当該再インストールを希望された場合

5. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

6. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

7. 製品の故障その他による営業上の機会損失は当社では保証いたしません。

※お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間中のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を
利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

※保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって保証書によって、
保証書を発行している者(保証責任者）、及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
ませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店またはオンキヨーコールセンターに
お問い合わせください。

保証について
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ご購入されたときにご記入ください。 
修理を依頼されるときなどに、お役に立ちます。 

ご購入年月日：　　　　年　　月　　日 
 
 
 

ご購入店名： 

Tel.      　 (      ) 
 メモ： 

本社　大阪府寝屋川市日新町2-1　〒572-8540 
 

HOMEPAGE

製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：コールセンター 
050-3161-9555　受付時間　9：30～17：30
（土･日･祝日･弊社の定める休業日を除きます） 

http://www.jp.onkyo.com/
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