Rimage® Allegro™ 100 セットアップおよび
インストール ガイド

1 アクセサリ キットの開梱

システムを開梱する時に、
システムからテープや段ボールの抑えを取り除
いてください。
アクセサリ キットの内容：
• Allegro セットアップおよび
• Rimage Software Suite ディスク
インストール ガイド (本書)
• 外部出力ビン
• Rimage 製品保証規定
• 2 基の内部ビン
• A/C コード
• USB ケーブル
注記：Allegro システムには、追加
• オールインワン インク カートリッジ の電源コードが同梱される場合が
• Rimage Allegro
あります。地域で使用される正し
ユーザー ガイド ディスク
い電源コードを使用してください。

3 電源ケーブルの接続およびシステムの電源オン
a.

まず電源コードを Allegro 100 の背面の電源/
入力ポートに接続します。
b. 電源コードのもう一端をコンセントに接続し
ます。
c. Allegro 100 システムの背面の主電源スイッチ
がオンになっている事を確認します。

重要！

• この時に USB ケーブルを接続しないでください。
• 必ずアース接続された電源をご使用ください。

d.

Rimage Allegro 100 システムの上部にあ
る電源ボタンを押します。電源インジケータ
ライトが青色に点灯します。
e. 出力用にコンテンツを Allegro 100 に送信
する外付け PC の電源をオンにします。

4 ビンのインストール

Rimage Allegro 100 ディスク パブリッシング シ
ステムをお選びいただきありがとうございます。
はじめる前に：

本ガイドは、Rimage Allegro™ 100 ディスク パブリッシング システムの
セットアップ方法を説明したものです。本書は、ハードウェアのセットア
ップ、
ソフトウェアのインストール、および Windows オペレーティング
システムに精通している人を対象としています。本ガイドに記載されて
いる手順がよくわからない場合は、
コンピュータ技術者に問い合わせて
ください。
本書の参照文献は製品に同梱されていますが、Autoloader & Printer
Support の下にある www.rimage.com/support からでもオンラインで
入手できます。

重要！

• 始める前にセットアップ取扱説明書のすべての内容に目を通してください。
• 荷箱と包装材は、すべて保存しておいてください。
• PC の最低要件については www.rimage.com/support の『PC の仕様』を
参照してください。
• 指示がないかぎり、ケーブルを差し込まないでください。

a.
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注記：
• ご使用のシステムの概観は図に示されているものと異なる場合があります。
• Rimage Software Suite をインストールするには管理者権限が必要です。
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図 1 に示すように、2 基のビン
をマウンティング ペグ上に配置
してインストールします。
b. 内部ビンを両方とも入力に使
いたい場合は、(オプションの)
外部出力ビンをインストールし
ます。
図1
i. 最初にホルダーをテーブル
の縁に吊り下げて、外部出力ビン ホルダーを接続します。
ii. 図 2 に示すように、
ロケーティング タブが外部出力ビン ホルダーの
上にありますが、
これを Allegro 100 の下側にある溝を使用して位
置決めします。それから慎重に Allegro 100 を下げて、外部出力ビ
ン ホルダー上に設置します。溝で外部出力ビン ホルダーの位置調
整が出来る点に注意してください。ディスクがビンに落ちない場合
は、ホルダーをわずかに動かして調整してください。
iii. 図 3 に示すように、外部出力ビンを外部出力ビン ホルダー上に設置
してください。
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5 オールインワン インク カートリッジの取り付け

7

a.

プリンタのカバーを持ち
上げます。
b. インク カートリッジ キャリ
ッジは自動的に装着位置
に移動します。

ソフトウェアのインストールおよび USB ケーブルの差
し込み

9

テストと確認

重要！USB ケーブルは指示があるまで差し込まないでください。

Allegro 100 システムが正常に動作していることを確認するために、
QuickDisc™ を使用してディスク を 3 枚作成するテスト ジョブを実行し
ます。

注記：外付け PC にソフトウェアをインストールするには、管理者権限が必

注記：これで Rimage WebRSM™ を使ってシステム設定を調整できます。

要です。
a.

Rimage Software Suite ディスクを、接続した外付け PC のディスク ドラ
イブに挿入します。[設定言語の選択] ダイアログ ボックスが開きます。(
デフォルトは英語です)。

10 詳細情報
•

ヒント：Rimage Software Suite ディスクのインストールが自動開始しない場
c.
d.
e.

インク カートリッジ キャリッジが固定されている場合、
カートリッジ ラッチ
を持ち上げます (以下を参照)。
オールインワン インク カートリッジを、図のようにキャリッジに装着します。
カートリッジ ラッチを閉じます。




b.

画面上の指示に従い、
ソフトウェアのインストールを完了します。

c.

プロンプト画面が表示されたら、USB ケーブルを接続します。
i. USB ケーブルを Allegro 100 の背面に接続します。
ii. USB ケーブルのもう一端を、外付け PC の USB ポートに接続します。

上記ガイドを閲覧するには、
ユーザー ガイド ディスクを PC のディス
ク ドライブに挿入してください。

注記：ユーザーガイドのメニューが自動表示されない場合は、ユーザー
ガイド ディスク上の Home.htm ファイルを開いてください。

•

USB 3.0
USB 3.0
Port
ポート

•

プリンタのカバーを閉めます。Allegro 100 システムが初期化されます。

注記：パフォーマンスを最適にするには、Allegro 100 の USB ケーブルを
USB カード ポートでなくマザー ボードの USB ポートに接続します。

6
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システムでのディスク読み込み
一つの入力ビンに、50 枚の
ディスクが収納できます。イ
ンクジェット印刷用に表面コ
ーティングされた記録可能
なディスクのみを使用して
ください。ディスクの記録面
が下向きになるようにディス
クを右側の入力ビンに入れ
て、印刷面が上向きになるよ
うにします。
必要な場合は、左側の入力/
出力ビンにもディスクを入
れて、外部出力ビンとホルダ
ーを接続し、
ソフトウェアで
ビンの設定を指定します。

Rimage Allegro 100 ユーザーガイド
Rimage 製品保証

合は、
ソフトウェア ディスク上の DistSetup.exe ファイルを実行してください。

•

f.

次のガイドは Allegro 100 システムに同梱されている Rimage
Allegro ユーザー ガイド ディスクに含まれています。

d.

全ドキュメントの最新バージョンについては、www.rimage.com を
参照してください。
Allegro 100 の操作と管理に関する情報については、
『Rimage Allegro 100 ユーザーガイド』を参照してください。
追加のサポート情報および製品情報については、
www.rimage.com/support にアクセスしてください。

11 Allegro 100 システムの電源をオフにする方法

システム背面の主電源スイッチは常にオンにしておく事をお勧めします。
それで Allegro 100 システムが必要な時にいつでも準備できています。
Allegro 100 の電源をオフにするには、電源ボタンを 1 回押してください。

引き続き画面上のプロンプトに従って、インストールを完了します。インス
トールの完了後、指示画面で PC の再起動が求められる場合があります。

注記：ソフトウェアが起動したあと、Allegro 100 システムの初期化が開始さ

れます。初期化には最大で 5 分間を要します。初期化プロセスの間、
リフト ア
ームはレコーダおよびプリンタに移動します。
リフト アーム アセンブリが動
きを停止すると、初期化が完了し、
システムはジョブを処理する準備が整い
ます。

8

セットアップの指示に従う
PC は、調整とキャリブレーションの指示をする場合があります。画面の指
示に従います。
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