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テープと 
プラスチック 

包装

テープと 
プラスチック
製の留め具

供給ロール 巻き取り 
ロール

注記：
印刷リボンの取り付けや再転送のインストラクションの詳細に関して
は、youtube.com/user/RimageDiscPublishing で、YouTubeチャンネルを
見るか、プリンターのカバーの内側にある印刷リボンの変更手順を参考
にしてください。

a. 中央ラッチを反時計回りに回してロックを解除します。
b. 印刷リボン キャリアと再転写リボンキャリアを引き出し、プリンターから
取り外します。

中央ラッチ  
(ロック解除位置)

印刷リボン 
キャリヤ

再転写リボン キャリヤ中央ラッチ 
 (ロック位置)

Everest 400 プリンタの準備
a. プリンタのカバー ラッチを引き上げます。
b. リボン キャリヤが見えるようにプリンタのカ
バーを下げます。

はじめる前に
本文書では、Rimage Professional 2450 システムをセットアップして、Rimage Software 
Suite バージョン 9.4 以降を実行する方法について説明します。2450 は、Disc 
Publishing systems の Rimage Professional シリーズの一部です。本書は、機器のセットア 
ップやソフトウェアのインストール、WindowsR オペレーティング システムを理解して
いる方を対象にしています。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る Rimage Professional 2450 ユーザー ガイ
ド ディスクから入手できるほか、オンライン rimage.com/ support からも入手できます。

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。
• Rimage システムの梱包箱と内部梱包材はすべて保管しておいてください。

注記:
• 2450および統合型Everest™ 400 プリンターでは、外部PCがクラインとコントロール
センターとして使用され、2450と同梱されていません。最小 PC 要件については、
『 Rimage Professional 2450 仕様』	文書を参照してください。

• 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。
• 本マニュアルで、「システム」および「オートローダー」という言葉は 2450 システム
を指すものとします。「プリンタ」という言葉は統合された Everest 400 プリンタを指
すものとします。

• 本製品は相間電圧 120/230V の IT 配電システム用に設計されています。
• 特に明記のない限り、Windows のナビゲーションの説明は Windows 10 のパスを
示しています。その他のオペレーティング システムでは異なる場合があります。

重要! 2450は重たいです。システムを持ち
上げる場合は助けを求めてください。

a. 梱包を開き、オートローダーの外側か
ら、すべての梱包材を取り除きます。

b. 前面ドアを開きます。
テープとプラス

チック包装

テープと梱包材

プラスチック製の
留め具とテープ

注記：プリンタ トレイのプラスチック製の留め具は、取り外す際に多
少曲げなければならないことがあります。

Rimage® Professional 2450 セットアップお
よびインストール ガイド
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アクセサリ キットの内容の確認
アクセサリ キットの内容:

• Rimage Professional 2450 セットアップおよびインストール ガイド (本書)
• Rimage Professional 2450 ユーザーガイド ディスク
• Rimage Software Suite のディスク ホルダ
• Rimage 製品保証規定
• NEMA 5-15P 電源ケーブル (北米)
• CEE 7/16 電源ケーブル (ヨーロッパ)
• USB ケーブル
• エア フィルタ	4 つ
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2 オートローダの準備

c. リフト アームの近くにあるプラスチ
ック製の留め具とテープを取り外し
ます。

d. 出入力トレイからテープと緩衝材を取り
除きます。
i.  プリンタ トレイからテープと緩衝材を取り外します。
ii.  プリンタのドアを降ろし、プラスチック製の留め具を時計回りに回して取
り外します。

4 リボン キャリヤを取り外します。

5 再転写リボンの梱包材の取り外し
a. キャリヤの前面から、テープと
プラスチック製の留め具を取り
除きます。

b. キャリヤ外部の周囲から、テー
プとプラスチック包装を取り除
きます。

6 再転写リボンの取り付け
a. 供給ロールを左側に、巻き取りロールを右側にして、リボンを数インチ巻
き戻し、リボンを清潔で平らな面上に置きます。

b. 再転写リボン キャリヤを露出したリボンの上に置きます。
c. 供給ロールを、大きい方の端を穴に入れてキャリアに置き、カチッと音が
するまで押し込みます。

d. 巻取ロールを、大きい方の端を穴に入れてキ
ャリアに置き、カチッと音がするまで押し込み
ます。

e.	 再転写リボン キャリヤをオートローダに戻します。

https://support.rimage.com/hc/en-us
https://www.youtube.com/user/RimageDiscPublishing
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電源コード

重要!
• 指示があるまで、2450 の電源を入れないでください。
• 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。

電源スイッチ

重要!
長めのフィルターは長い通気口へ、短いフィルターは短い通
気口へ入れます。以下の図を参照してください。

オリエンテーションの矢印

注記：
Blu-ray Disc™システムをお使いの場合は、bin 設定情報に関するユ
ーザーガイドを参照してください。

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、ソフトウェア ディスク上のHome.htmファイル
を開いてください。 

• 設定とインストールが成功しているかをテストし確認するにはイン
ストラクションの指示に従ってディスクを焼いてプリントして下さ
い。Professional 2450の操作とメンテナンスの方法に関する詳細は
rimage.com/support で2450 ユーザーガイドの図を参照してくださ
い。

• その他のサポートおよび製品の情報については、rimage.com にア
クセスしてください。

印刷リボン キャリヤ

供給ロール巻き取りロール

重要! ロールの黒線を超えてリボン	
を巻き戻さないようにしてください。

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
者権限が必要です。

a. Rimage Software Suite ディスクを外付け
PC のディスクドライブに挿入します。

ヒント: ソフトウェアのインストールが自動的に開始されない場合は、	
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。

USB  
ケーブル

ヒント:
最良のパフォーマンスのため、USB 3 
を使用することをお奨めします。

インストールが完了したら、PCを再起動してください。

注記: ソフトウェアが起動したあと、システムの設定プロセスが開始さ
れます。この作業には最大 4 分かかります。この作業時間中、リフト アー
ムは各レコーダー、プリンターそしてメディアバックアップまで移動しま
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。

フィルターを取り付けます。
a. アクセサリーボックスからフィルターのうちの一つを取り外します。
b. フィルターの前面の矢印を見つけて、矢印が自分から見えるように上に向
けるように、指の間でもちます。

c. フィルターの端をつぶして適切な通気口にいれます。こうすることで通気口
を一律覆うことができます。
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d. 内側に押し込み続けながら、指を離してフィルターを通気口に留めます。
e. 4つすべてのフィルターが取り付けられるまで、手順a〜dを繰り返します。

10 システムでのディスク読み込み
既定の Bin 設定は次の通りです:

• CD を Bin 1 にロードします。
• DVD を Bin 2 にロードします。
bin 設定の変更については、『Rimage Professional 2450 ユーザーガイ
ド』を参照してください。

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11

詳細
• 次のガイドは、オートローダに同梱されている『Rimage Professional

2450 ユーザーガイド ディスク』に含まれています。
� Rimage Professional 2450 ユーザー ガイド ディスク
� Rimage アドバンスト セットアップ (ネットワーク) ガイド
� 診断テスト ガイド
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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. USB ケーブルを、オートローダの背
面に接続します。

d. USB ケーブルを、外付けコントロー
ルセンター (PC) に接続
します。

印刷リボンの取り付け
a. 印刷リボン キャリヤを背面を下にして置
きます。

b. 新しい印刷リボンを取り付けます。
i. 供給ロールを右側に、巻き取りロー
ルを左側にして、リボンを数インチ巻
き戻し、リボンを清潔で平らな面上に置
きます。

ii. 印刷リボン キャリヤを露出したリボンの
上に置きます。

iii. 供給ロールを、大きい方の端を穴に入れ
てキャリアに置き、カチッと音がするまで
押し込みます。

iv. 巻取ロールを、大きい方の端を穴に入れてキャリアに置き、カチッ
と音がするまで押し込みます。

c. 印刷リボンキャリアを横向きにして置きます。
d. 印刷リボン キャリヤをプリンタに戻します。
e.	 中央ラッチを時計回りに回してキャリアを固定します。
f. プリンタのカバーを閉めます。
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電源ケーブルの接続およびシステムの電源オン
a. 電源コードをオートローダに接続します。
b. オートローダの背面から出ている電源コードをコンセントに接続します。
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c. オートローダの背面にある電源スイ
ッチを押下して、システムのスイッチ
を入れます。

d. 外付け PC の電源がオンになっている
ことを確認します。

https://support.rimage.com/hc/en-us
https://www.rimage.com/



