はじめに
NCB-20
SD＆Micro-SD 8slot
NCB-20 CFast 4slot
マニュアル兼用

NEXTO CARD BATCHER(以降NCB-20)製品をご購入頂き誠にありがとうございます。
本使用説明書を読まれながら、いくつかのテストバックアップを実施して一度出てきたデータを
確認される事をお勧めいたします。製品の安全な使用の為、使用前にこの説明書を必ずお読み頂き、
本書の内容を十分にご理解頂ければと思います。
はじめに
●使用説明書に使用されている製品写真 及びイメージは該当製品の代表イメージが使用されるため
購入された製品と色 及び形が違う場合があります。
●使用説明書の内容は機能 及び性能向上の為、予告なしに変更されることがあります。
●製品を落としたり、衝撃を加えないでください。強い衝撃を受けると内部のハードウェアが
損傷し、データが消失したり、製品故障の原因になります。
●データ損失によるサービス補償は㈱NEXTO DIでは補償は致しませんので、重要なデータは
損失されないようにバックアップをしてください。
●より安全なデータ管理の為に別途のストレージデバイスに周期的に使用者のデータをバックアップ
してください。
●製品は事務用で電磁波適合登録をされた機器であり業務用に使用することが出来ます。
製造社情報 及び著作権表示
“NEXTO DI”,“NextoDI”,“NEXTO CARD BATCHER”, “NCB20”は㈱NEXTO DIの商標です。
“Sony”, “SxS PRO”, “SxS PRO+”はSony Corporationの商標、または登録商標です。
“Panasonic”, “P2/P2E”はPanasonic Corporationの商標、または登録商標です。
“CompactFlash”はSandisk Corporationの商標、または登録商標です。
“SD”, “SDHC”, “SDXC”はSD-3C, LLCの商標、または登録商標です。
“Windows”は Microsoft Corporationの商標、または登録商標です。
“Mac OS”はApple Inc.の登録商標です。
その他すべての会社名、商標名、製品名または商標は該当所有者の資産です。
本説明書に言及されたすべての会社名と商標名はただ区分の為のもので各々該当所有者の所有です。
㈱NEXTO DIはこのことに対していかなる権利も有さないことを明言致します。
製品に対するより精細な説明が必要な場合は下記の連絡先までご連絡頂ければと思います。

株式会社アイ・ディー・エクス
https://www.idx.tv/jp.html
営業部
TEL:044-850-8801 FAX:044-850-8838
●取扱説明書
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TEL:044-850-8801 FAX:044-850-8838
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本使用説明書は製品性能改善のために事前通知なく変更されることがありますのでこの点においては
ご了解頂けますよう宜しくお願い致します。
本説明書の内容のものを一部または全部を無断で複製することを禁じています。
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①NCB-20製品本体：購入頂いた製品によりVマウントプレート付属モデルと.
Vマウントプレートのない標準モデルがあります。
②電源アダプター(12V/２A)：NCB-20に動作電源を供給する時に使用します。
③USB3.0ケーブル：パソコンにNCB-20を接続するときに使用します。
④製品説明書

製品構成品
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2.各部の名称及び説明

3.製品紹介
NEXTO CARD BATCHER(以降NCB-20)は下記のように多様な機能を持っています。

3.1. カードコピー 及び検証
カードコピー及び検証は外部電源や外付けバッテリーを接続した後に可能となります。メモリー
カードの内容をUSB外付けドライブにバックアップする機能です。詳細なコピー方法は
“８．メモリーカード接続”と“９．モード選択”項目を参照してください。

3.2. カードリーダー機能
カードリーダー機能はパソコンに接続してUSBカードリーダー機として動作する機能です。
詳細な使用方法は“９.３ カードリーダーモード”項目を参照してください。

3.3. カード消去機能
カード消去機能は必ず外部電源や外付けバッテリーを接続した後、使用可能です。接続した
メモリーカードの内容を一度に全てを消去することが出来ます。詳細なコピー方法は
“8. メモリーカード接続”と“9.4. モード選択”項目を参照してください。

3.4. 映像再生 及び写真確認‘
メモリーカード(SDHC/SDXC)からバックアップした映像データの内容を確認する
ビデオ/オーディオ再生機能が内蔵されています。
写真確認方法は“11. 映像再生 及び写真確認機能”項目を参照してください。
①DC_IN 端子：製品に電源を供給するための端子です。 DC 6～25V、２A
②メモリースロット：SDカード または MicroSDカードを接続することが出来るスロット。
一つのスロットにSDカードと MicroSDカードを同時に挿入はできません。
③USB 3.0 ホスト端子：USB外付けHDDを接続するための端子。[USB#１], [USB#２]の２つの端子を
通して、２つのUSB外付けHDDを同時に支援します。
④パソコン端子：パソコンに接続しUSBカードリーダー機として使用したり、またモバイルバッテリーな
どのUSB電源からUSBケーブルで電源の供給をする為の端子です。
⑤LED液晶画面
⑥コントロールボタン：電源ON状態からカーソルを上.下.左.右に移動 及び機能を制御します。
⑦電源ボタン：電源が切れている状態で２秒以上押すと電源が入ります。NCB-20が正常動作をしない
場合、ボタンを７秒以上長く押せば、どんな場合でもNCB-20の電源が切れます。
⑧電源LED：電源が入ると緑色ランプが点灯します。
⑨動作表示LED ：USBストレージデバイスまたはメモリーカードが動作中の時、赤色ランプが点灯
します。
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各部の名称及び説明

3.5. 簡単なボタン操作
すべての機能は二つのボタン(電源(Power).コントロール(Control))を使用し、
液晶画面(LCD)を通して動作状態を確認しながら操作が可能です。
電源の入れ方消し方及びボタン操作方法については“7．基本機能 ”項目を参照にしてください。

3.6. デバイス 及びスロット名変更
メモリーカードバックアップ時、デバイス名及びスロットラベルの変更が可能です。変更設定は
“13. 環境設定機能”から該当項目を参照してください。

3.7. 使用履歴（LOGファイル）確認方法
XCopy. MCopy. パソコン接続などの使用履歴を該当ドライブ(USB外付けドライブ)にLOGファイルで
保存します。LOGファイルは該当ドライブ(USB外付けドライブ)をパソコンに接続することで
確認出来ます。
詳細なパソコン接続方法は“12. バックアップした内容を確認”項目を参照してください。

製品紹介
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3.製品紹介

4.記号説明

3.8. ファームウェアアップデート
製品の機能が改善される場合に新しいファームウェアが提供されます。ファームウェア
アップデート方法は“13. 環境設定機能”の該当項目を参照してください。

警告

この表示がある内容及び指示事項を使用者が無視または違反した
場合に、重傷を負う、もしくは死亡に至る危険があります。

注意

この表示がある内容及び指示事項を使用者が無視または違反した
場合、負傷もしくは物的損害が発生する事があります。

参考

製品使用時に対する重要な情報と有用な参考事項です。

3.9. 言語設定
NCB-20は多国語に対応しています。言語設定の方法は“13. 環境設定機能”
の該当項目を参照してください。
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製品紹介

記号説明
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5.安全のための注意事項

6.電源管理
NCB-20は次のように3つの方法で電源を供給することが出来ます。

注意

警告
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本製品は使用者の安全と財産上の損害などを未然に防止し、製品をもっと
便利に安全に使用する為に、次の注意事項を必ず熟知された後、使用される
ことをお願い致します。使用者がこの注意事項を守らず発生した損害に対して
当社は責任を負いません。
●冬季 及び夏季には機器を車両に長時間放置した後、すぐに使用しないで
ください。正常作動温度を過ぎた環境での機器作動は製品に致命的な損傷を
もたらす場合があります。(製品正常作動温度：常温 0～45℃)一般的に
零下では動作をしません。寒いところで使用する場合には機器を温めた
後に使用してください。
●電源アダプターをコンセントに挿すときは、プラグが見えないように安全に
挿してください。
●保管場所に直射日光が当たるところや、暖房器具の近くなど温度が高いところ
は避けてください。
●製品の修正/変形は顧客の安全と法的な(電磁波認証)問題で許可されません。
ケースを開けたり、分解しないでください。故障の原因となり、保証期間内で
あっても無償修理が受けられなくなります。
●車両用シガーソケットを通し 25V 以上の電圧が製品と接続された場合、
製品に損傷を被る恐れがあります。
●製品内部に異物または液体が入った場合には火災 及び感電の原因に
なりますので直ぐに電源を切って電源アダプターをコンセントから
はずしてください。
●この製品を寒い所から暖かい室内に持って入る場合には結露が生じます。これ
は製品の故障を誘発する原因になり、電源アダプターの場合は感電の原因にな
りますので、寒い所から暖かい所に移動した後には、水滴が十分に乾いた後に
使用してください。
●故障の原因になりますのでプラグの外形に合うコンセントのみ使用してくださ
い。
●電源アダプターは表示された電源電圧(AC 100-240V,50/60Hz)以外の電圧を
使用しないでください。これ以外の電圧を使用すると火災の原因になります。
●この製品は玩具ではありません。製品を子供の手に触れないようにして
ください。子供は電子機器の操作に伴う危険に耐えることが出来ません。
●この製品は精密部品で構成された精巧な製品です。子供や動物が小さい部品を
飲み込まないよう注意してください。
●製品が水に濡れたり、衝撃を受けないように注意してください。故障の原因に
なり、感電または製品が破損することがあります。
●電源アダプター 及び V マウントバッテリー端子(金属部分)に電気が流れる物
体が接続しないように注意してください。火災 及び感電の危険があります。

安全のための注意事項

1.製品に同梱されている電源アダプターを
使用して電源供給(DC 6～25V
)
電源アダプターの丸いプラグを
製品の DC_IN 端子に接続して電源
アダプターをコンセントに接続
します。LCD 下段の電源ボタンを 2 秒
以上長押しすれば電源が ON になりま
す。
2.USB バッテリーを使用してパソコン端子
を通して電源を供給またはパソコン端子
を通して USB ケーブルで電源を供給する
場合には、USB 電力制限上の理由で USB
外付けストレージデバイスを 1 つのみ
使用可能です。

またはメモリーカードスロットも1番と2番、2つのスロットのみ使用可能です。モバイルバッテリーな
どを使用する場合、最小容量10,000Ah、出力電流2.1A以上の製品であれば使用可能です。
3. Vマウントバッテリーを通した電源供給(オプション。NCB-20 V-mountモデル)
Vマウントプレート付モデルの場合、Vマウントバッテリーを直接接続して使用可能です。
または VマウントバッテリーにD-Tap出力がある場合、D-Tapケーブルを通して電源を供給することも
できます。
電源をOFFする時は電源ボタンを2秒以上長押しすればOFFになります。異常発生時の場合にも電源ボタ
ンを7秒以上長押しすれば電源がOFFになります。

☞

DC電源入力は6～25Vの間の広い範囲の電源入力を許容していますが、極性が逆に接続された場合
は内部回路が損傷しますので注意してください。

☞製品に同梱されたACアダプターを使用してください。
☞製品長時間操作していないと節電の為、電源が切れます。
環境設定モードで電源OFFまでの時間が設定出来ます。

電源管理
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7.基本機能

7.基本機能
7.2. ボタン操作

7.1．電源 ON/OFF
左側の写真と同じNCB-20にロゴが現れるまで
本体LCDの下にある電源(Power)ボタンを約2秒以上長押し
した後、ロゴが見えたら 電源(Power)ボタンを放してくだ
さい。ロゴ画面が現れた後にも続けて電源ボタンを押して
いると、製品の電源が自動的にOFFになります。

NCB-20の電源を入れた後、すべての操作はコントロールボタンを通して行われます。
ボタン操作方法は次の通りです
ボタン操作
S(Short Press ボタン)

ボタンを軽く短く1回押します。(マウスクッリクに該当)

L(Long Press ボタン)

ボタンを1秒以上長く押します。

▲▼

正常的に電源が入れば左側の写真と同じメイン画面である
モード選択画面になります。

動作方法

◀▶(上下左右)

ボタンを望む方向にある軽く押したり、引いたりします。上下キー
の場合,(映像/写真確認機能などで)長く押したり、引いたりすれば
入力された方向に連続的な動作をします。

コントロールボタン故障時対処方法
電源ボタンにてコピー、同時コピー、内容検証機能などの機能を使用することが出来
ます。(映像/写真確認機能除く)
コントロールボタンが故障した場合に電源ボタンで[S],[L]機能を使用してくださ
い。

7.3. 動作モード選択
電源をONにすると左側写真のような動作モードを設定
する画面が出てきます。
バックアップ中、または映像再生中でない状態で設定
された時間(例：60秒)内で何の操作もされなければ電源が
自動的にOFFになります。または液晶画面(LCD)の右下に[L]
電源OFFのメニューが表示されている場合、コントロールボ
タンを長押しすれば手動で製品の電源のOFFが出来ます。自
動電源OFF時間設定については"13.環境設定機能"項目を参
照してください。

コントロールボタンを上下に動かしてモードを
選択します。

Batch Copy
電源ボタンを7秒以上押すとNCB-20を強制的に電源OFFにできます。しかしNCB-20が動作中
に強制電源OFFにすると、内容が損傷することがあります。緊急の場合以外ではなるべく
使用しないようにお願い致します。
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基本機能

SDカードをパソコン無しにUSB外付ストレージデバイスにコピー
する機能です。

Card Reader

パソコンに接続してUSBカードリーダー機で動作する機能です。

Delete Card

挿入したメモリーカードのデータをすべて消去する機能です。

Setup

製品の機能設定メニューに移ります。

基本機能
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7.基本機能
7.４. 動作モード選択

①USB外付ストレージデバイス残量表示：USB＃1とUSB＃2に接続したUSB外付ドライブの残量を表示し
ます。
電源がONの時に、自動にUSB外付ドライブの残量を確認します。外付ドライブの情報を確認する場合
に‟10.3 USB 外付けドライブ管理‟項目を参照してください。
②外部電源接続表示：電源アダプターまたはVマウントバッテリーで動作する場合は[E-Icon],
USB電源で動作する場合は[U-Icon]で表示されます。
③現在状態表示：画面中央に現在の動作状態を表示します。
④ボタン表示：画面下段に現在状態で実行可能な命令 及び命令を実行することが出来るボタン操作
方法が表示されます。

8.メモリーカード及び外付ドライブ接続方法
NCB-20はメモリーカード(SDHC/SDXC)及びUSB外付ドライブを接続してバックアップをすることが
出来ます。メモリーカードバックアップ方法は‟9.動作モード選択‟項目を参照してください。
USB外付ドライブはexFAT方式でフォーマットされたストレージデバイスのみ対応します。

8.1. メモリーカード接続
SDカード/MicroSDカードは本体の左側に内蔵された8個のスロットに複数のSDカードを同時に挿入
しても使用することが出来ます。ただ一つのスロットにSDカードとMicroSDカードを同時に挿入
する事はできません。
USB電源で使用する場合は、電源供給の制限によりSlot
1番とSlot 2番のみ使用できます。

スロットに正しく挿入

注意
●メモリーカードを無理に挿入したり、違う方向に挿入すると

接続ピンが損傷して故障の原因になります。

間違った挿入
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基本機能

メモリーカード及び外付ドライブ接続方法
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8.メモリーカード及び外付ドライブ接続方法
8.2. USB外付ドライブ接続方法
NCB-20は2つのUSB 3.0ホスト端子[USB＃1],[USB＃2]を用いて2つの USB外付ドライブを同時に認識
します。USB電源が接続されている場合には[USB＃1]のみ使用可能です。[USB＃1],[USB＃2]両方に外
付ドライブを接続する際にはACアダプターまたはD-Tapケーブルにて電源供給してください。
NCB-20が‟コピー準備‟状態、または電源がOFFの状態で製品上段の[USB＃1],[USB＃2]端子にUSB外付ド
ライブを接続して電源を入れれば、接続されたUSB外付ドライブが自動に認識されます。

9.動作モード選択
メモリーカードをスロットに挿入してUSB外付ドライブをUSBホスト端子に接続すると、
NCB-20が自動的にメモリーカードを認識して内容のバックアップをすることが出来ます。
メモリーカード認識方法は‟8.1.メモリーカード接続‟項目を参照してください。

9.1. モード選択
SDカード/MicroSDカードは本体の左側に内蔵された8個のスロットに複数のSDカードを同時に挿入
しても使用することが出来ます。1つのスロットにてSDカードとMicroSDカードを同時使用は出来ません
NCB-20の電源がONになると左側写真と同様のモード選択画面が
出てきます。
コントロールボタンを上下に動かして希望するモードを選択し
て短く押せば該当モード画面に移ります。

NCB-20にUSB ケーブルの大きい側(USB 3.0 Standard-A)を接続して、小さい側(USB3.0 micro-B)を
USB外付ドライブに接続します

参考
●

USBホスト端子はUSBメモリーまたは外付ドライブのみ対応します。

●

USB外付ドライブはexFAT方式でフォーマットされたデバイスのみ対応します。

●

USB電源で使用する場合は電源供給の制限によりでUSB＃1番のみ動作します。

●

USBハブは使用できません。

モードを実行するとき電源アダプターを接続しないで USB 電源で使用する場合は、
電源供給の制限によりSlot1番とSlot2番のみ動作します。

9.2. モード選択

接続されたメモリーカード 及び USB 外付ドライブを検出
し、正常的に検出されると青色で表示します。
この状態で各機器を選択して機器詳細メニューの確認、
[コピー準備]（メモリーカードをコピーする為の事前作業）
が可能です。

機器を選択して、機器詳細メニューに入ると、
映像データの Preview(Option. Frame Skip)を確認、または
バッドセクターのような問題がないか自己診断を行うことが
出来ます。機器詳細メニューは
‟10.メモリーカード管理‟項目を参照してください。
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9.動作モード選択

9.動作モード選択

[コピー準備]を選択する際、メモリーカードの内容と外付HDDの内容を比較分析して、その内容に
よって行う動作の種類が決定します。

[New Memory]

[Updated Memory]

コントロールボタンを上下に動かしてモードを選択すれば、コピーが始まります。

[Same Memory]
①

コピーされた総ファイル数

②

コピーされた総容量

③

総コピー時間

コピー中にコントロールボタンを短く押すと現在の状況を見ることが出来ます。
メモリーカードの内容によって下のような動作を遂行できます。
新しいメモリーカードが挿入された場合。
New
Memory

Fast Copy

USB外付ドライブに新しいフォルダーを生成した後、メモリーカード
の内容をすべて早くバックアップします。

Copy & Verify

メモリーカード内容を早くコピーした後、USBストレージデバイスに
保存された内容とメモリーカードの内容が同じお互い比較して検証
します。

すでに一回バックアップされたメモリーカードがまた挿入された場合。
Sample Verify
Same
Memory

Full Verify
New Copy

すべてのファイルの最初の1MBだけ検証します。
すべてのファイルとフォルダーの全体内容が一致するか
比較検証します。
メモリーカードの内容を再度全てコピーします。

内容が追加されたり、消去されたメモリーカードが挿入された場合。

Updated
Memory
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Incremental
Copy

各々のメモリーカードがバックアップされている状況によって、
バックアップされたことがなければ新規コピーをし、同一な内容が
すでにバックアップされていれば、次の過程に飛んで、追加された
内容があれば追加コピーをします。コピーが終われば内部的に
[早い検証]を実行して、もしかしたらあるかもしれないエラーを
検出します。

Incremental
Copy &
Verify

追加コピーの後に[完全検証]を実行して、すべてのデータが問題
なく、ちゃんとバックアップされてあるか確認します。

動作モード選択

9.3. カードリーダーモード
電源を入れて、モード選択画面で‟カードリーダーモード‟を
選択すればUSBカードリーダーとして動作します。
カードリーダーモードでは挿入されたメモリーカードだけ認識され
てUSB外付ドライブは認識されません。

動作モード選択

09

9.動作モード選択
9.4. Delete Card（カード消去モード）
電源を入れて動作モード選択画面でDelete Cardを
選択すればメモリーを検出します。

9.動作モード選択
参 考
●バックアップが完了した後にメモリーカードを取り外すとメイン画面に戻り、メモリーカードを取り

外さなければ、設定された時間経過後に電源がOFFになります。
●バックアップされた内容の保存場所とバックアップフォルダー名は‟12.バックアップした内容確認‟

項目を参照してください。

9.5.バックアップ成功可否確認

ボタンを短く押して選択後、コントロールボタンを上にあげ
ることでメモリーカード内のデータを消去します

バックアップ中にメモリーカードや外付HDDに問題が生じてエラーメッセージが表示された後、自動で
電源が切れた場合や、バックアップ(XCopy/MCopy)または、検証(Verify)が完了した後、自動電源
Off機能で設定された時間(例：60秒)が過ぎ、自動で電源が切れた場合、前回のバックアップ作業が
成功したかの可否を知ることが出来なくなります。このような場合の為 NCB-20は次回電源を
入れる時に前の状態の成功/失敗の可否を下の画像のように表示してくれます。
前回のバックアップが失敗した状態の時にはボタンを上に一度上げてください。
前回のバックアップが成功した状態の時にはボタンを短く押せばメイン画面(モード選択画面)に移動
します。

消去の前に確認があります。
消去を実行するにはコントロールボタンを下にさげてくださ
い。

[前回のバックアップを失敗した場合]

[前回のバックアップを成功した場合]

消去に成功した後、メモリーカードを取り出します。
ただし、Delete CardモードはFAT32またはexFATで
フォーマットしたメモリーカードのみ対応します。
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10.メモリーカード及びUSB外付ドライブ管理

NCB-20はメモリーカードとUSB外付ドライブを管理する機能があります。
主な機能はPreview、Self Test、Delete Cardの3つのメニューがあり、Previewは
‟11.映像再生 及び写真確認機能‟項目を参照してください。
各メモリーカード及びUSB外付ドライブ管理の為の詳細メニューは、NCB-20モード選択画面で
コピーモードを選択した後、コントロールボタンを上下左右に動かし、機器を選択すれば
出てきます。

メモリーカードを消去する場合には、コントロールボタンを
上に１回、下に１回押すことで消去が実行されます。

10.１. カード消去モード
選択したメモリーカードの詳細メニューからSelf Testを選択
後、[S]ボタンを短く押します。
メモリーカードの消去が完了したら、消去し終わった
メモリーカードを取り出します。

バッドセクターのような問題がないかを自己診断することも
できます。

10.3. USB外付ドライブ管理
NCB-20のメイン画面でコピーモードを実行して、該当 USB
3.0 ホスト端子に USB外付ドライブを接続して
ください。
コントロールボタンを上下左右に動かして移動した後に
ボタンを短く押してください。

10.2. メモリーカード消去
選択したメモリーカードの詳細メニューからDelete Cardを選
択後、[S]ボタンを短く押します。
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10.4. USB外付ドライブハード情報
“USB #1 または USB #2”中、ボタンを短く押して選択すれ
ば下位メニューと一緒に“外付けハード情報”が表示されま
す。
左図と同じ外付ドライブの容量情報が見ることが出来ます。
画面左上には該当する端子が表示され、すぐ下にはUSB外付ド
ライブの総容量と残量が表示されます。
下段には下位メニューが表示されます。
コントロールボタンを上下[↕]に動かしてメニューを選択し
た後にボタンを短く押してください。

メモリーカード及びUSB外付けドライブ管理
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10.メモリーカード及びUSB外付ドライブ管理
10.5. USB外付ドライブ自己診断
選択したドライブに異常がないか、自己診断する事が出来ま
す。この機能はドライブのエラー存在有無のみを
確認してくれるものです。異常が発見されたら、すぐにデー
タをバックアップしたり、ドライブを交換したりして専門機
関に修復依頼をしてください。
[USB#1],または[USB#2]の下位メニューで自己診断を選択した
後、コントロールボタンを短く押してください。

10.メモリーカード及びUSB外付ドライブ管理
10.6. USB外付ドライブTMPフォルダー消去
バックアップがある理由で失敗した場合、TMPフォルダーが作成されます。NCB-20はバックアップ開始
と一緒にまずTMPフォルダー生成した後、TMPフォルダーの下に全てのファイルを生成します。その後
データコピーを始めて、データコピーが正常に完了するとTMPフォルダーの名前を正式名に変更しま
す。TMPフォルダー内にあるファイルは領域を占有して問題のあるデータが存在出来る可能性もあるの
で、消去して不必要な領域浪費をなくすことが出来ます。
[USB#1],または[USB#2]の下位メニューで‟ Delete TMP Folde
rsを選択すると、現存するTMPフォルダーの個数を表示してTM
Pフォルダー消去機能が使用できます。
コントロールボタンを短く[S]押してください。

Self Testを選択すると全体を検査し、バッドセクターのよう
な問題がないか自己診断をします。
ドライブ全体のバッドセクターの有無を検査する機能で、か
なりの時間を要します。検査する場合はボタンを短く[S]押し
てください。
TMPフォルダーを消去中です。
TMPフォルダーの消去が完了したら
コントロールボタンを短く[S]押してください。

左図は全体検査中の画面表示です。
ボタンを長く[L]押して取り消しすることが出来ます。
検査結果に問題が発生した場合は該当ドライブをバック
アップ用途で使用せずに、パソコンに接続して検査するか、
専門機関に修復依頼してください。

参 考
●

TMPフォルダー内に存在するファイルは正常なファイルではありません。

10.7. USB外付ドライブのハードフォーマット
注 意
●検査が完了すると3秒ごとにブザー音が発して使用者が検査結果を確認するように知らせます

[USB#1],または[USB#2]の下位メニューでFormatに合わせた後、
ボタンを短く押してください。

●使用者がボタンを押すと検査を終了してメニューモードに戻ります。
●使用者がボタンを押すまでNCB-20の電源が切れませんので、検査結果をすぐに確認して下さい。
●電源アダプターを接続した状態で全体検査機能を使用してください。
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10.メモリーカード及びUSB外付ドライブ管理
フォーマットする際、Disk Labelを選択できます。
選択可能なラベルは NEXTODI_00～99です。

11.映像再生 及び写真確認機能
NCB-20のフォルダー検索機能でメモリーカードまたはUSB外付ドライブの内容を、バックアップ単位で
確認が可能です。メモリーカード または USB外付ドライブの接続方法は‟8.メモリーカード または
USB外付けドライブの接続方法‟項目を参照してください。

参 考
Preview機能はオプションとして[Preview Pack]を購入された場合に提供される機能です。
[Preview Pack]は当社ウェブページを通して購入可能です。
[Preview Pack]を購入されなかった場合にはフォルダー当り1つの映像だけ確認できます。

11.１. メモリーカード映像確認
フォーマットする場合はボタンを上に１回、下に１回
動かしてください。

メイン画面からコピーモードを選択します。 コントロール
ボタンを使ってメモリーカードが挿入されているスロットに
移動し、[S]ボタンを押します。 [S]ボタンを短く押すと、
ビデオがサブメニューに表示されます。

フォーマット実行中です。
フォーマットが完了すると完了画面が表示され、メニュー画
面に戻ります。

映像確認メニューを選択すると映像 及びファイル個数が表示
されます。下位メニューから‟映像表示‟を選択します。

10.2. メモリーカード消去
‟映像表示‟を選択すると左側の写真と同じ保存された映像
ファイルがクリップ状態で表示されます。再生に対応する形
式の映像だけクリップが表示され、対応していない形式のフ
ァイルはⅩで表示されます。ここでボタンを上下左右に動か
して、再生する映像クリップを選択した後、ボタンを短く押
してください。
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11.映像再生及び写真確認機能

①
②
③
④
⑤
⑥

11.映像再生 及び写真確認機能

再生中の映像ファイル再生速度
再生時間
全体時間対比進行時間比率
再生画面
オーディオバー
選択可能なキー表示

Show Imageを選択して、左図と同じ保存された写真ファイルがク
リップとして確認できます。対応した形式の写真のみ表示され、
対応しない形式の写真はⅩ表で表示されます。
ここでボタンを上下左右に移動して写真クリップを選択した後、
ボタンを短く押してください。

①拡張子
上の写真のように選択した映像が再生されます。ただしオーディオ端子がありませんので音声出力は
ありません。コントロールボタンを短く[S]押せば再生/一時停止が選択されて、左右[<->]に動けば
映像再生速度が調節でき、[L]を押せば映像再生を停めてクリップを確認できる画面に戻ります。

②写真実際解像度
③写真表示画面
④選択可能なキー表示

参 考
●再生可能なファイルフォーマットについては本文書の製品規格、またはhttp://www.nextodi.co.kr

を通して案内しております。
●映像についてS(Slow)1/2/4/8/16/32倍速再生が可能です。

11.3. メモリーカード写真確認

11.4. USB外付ドライブの映像確認
メイン画面でコピーモードを選択します。
コントロールボタンを利用してメモリーカードが挿入された
スロットに移動して、短く[S]ボタンを押してください。

映像確認メニューを選択すればShow Video、Show Image、Show
File listなどが表示されます。Show Imageを選択します。
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上の写真のように選択した写真が表示されて、ボタンを短く[S]押して、スライドショーを選択したり
左右[<->]に動かして、スライドショー速度を調節することが出来ます。
外付ドライブをUSB#1 及びUSB#2端子に接続して、電源を入れて
メイン画面でコピーモードを選択します。
コントロールボタンを利用して外付ドライブが
接続された端子に移動した後に、短く[S]ボタンを押して
ください。

メニューの映像確認を短く[S]ボタンを押して
選択してください。

映像再生 及び写真確認機能
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11.映像再生 及び写真確認機能

NCB-20でバックアップした内容は該当USB外付ドライブをパソコンに接続して確認することが出来ます。

11.5. USB外付ドライブの映像再生
Show Videoを選択すると左側写真と同じ保存された映像
ファイルがフォルダー形式で現れます。フォルダーを選択
すれば映像及びファイル個数が表示されます。

メニューのShow Videoを選択します。
対応する形式の映像ファイルのクリップが表示され、対応しな
い形式の映像ファイルはⅩで表示されます。ここでボタンを上
下左右に動かして再生する映像フォルダーを選択した後、ボタ
ンを短く[S]押してください。

①再生速度
②再生時間
③全体時間対比進行時間比率
④再生画面
⑤オーディオバー
⑥選択可能なキー表示

上図のように選択した映像が再生されます。ただしオーディオ端子がありませんので音声出力はありま
せん。コントロールボタンを短く[S]押せば再生/一時停止が選択されて、左右[<->]に動けば
映像再生速度が調節でき、[L]を押せば映像再生を停めてクリップを確認できる画面に戻ります。

参 考
●再生可能なファイルフォーマットについては本文書の製品規格、またはhttp://www.nextodi.co.kr

を通して案内しております。
●映像についてS(Slow)1/2/4/8/16/32倍速再生が可能です。
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12.バックアップ内容確認

NCB-20はUSB外付けドライブに “NcbLog”と
“NcbCBA”というフォルダーを自動に生成して
バックアップしたデータを管理します。バック
アップしたデータはすべて“NcbCBA”フォルダー
に保存して、NCB-20の使用履歴を確認できるLOG
ファイルは“NcbLog”フォルダーに保存します。

使用者がメモリーカードをバックアップする場合に、バックアップされるデータは“NcbCBA”フォルダ
ーにデバイス名、スロットラベル、生成されたファイルの日時順に生成されます。

Device Name：環境設定を通してAからZまでの値中一つを選択することが出来ます。複数台のNCB-20を
使用する場合、どの機器でバックアップしたフォルダーなのか区分するようにします。
Group No：毎バックアップごとに一つずつ増加するグループ番号です。同一回次にコピーしたメモリー
カードは同一の値に割り当てられます。
Slot ID :各スロットの番号です。どのスロットでバックアップしたフォルダーなのか表示します。
Slot Name：環境設定を通して各Slotに4桁の名前(番号)を割り当てることが出来ます。カメラまた
撮影者の名前で指定して区分することが出来ます。
Date Code：メモリーカードに保存されたファイルの撮影日時の中で最新の日時で設定します。
Random Number：フォルダー名の重複を防止するためのランダム番号です。
日にちの生成基準はカメラで撮影された年度、月、日時を反映したものです。
アップデートなど使用履歴を確認することが出来るLOGファイルはNCB-20のNcbLog
下位フォルダーに保存されます。
“TMP_NEXTO_”で始まるフォルダーの場合、バックアップに失敗した際に生成されるフォル
ダーです。TMPフォルダーの中に存在するファイルは正常なファイルではないので消去する
ことをお勧めします。詳細な方法は“10.6.USB外付ドライブTMPフォルダー消去”を参照に
してください。

映像再生 及び写真確認機能
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13.環境設定機能

13.環境設定機能
NCB-20のメニュー画面でコントロールボタンを上下[↕]に
動かしてSetupメニューに合わせた後に、ボタンを短く[S]押
してください。

13.1．電源自動Off設定

デバイス名変更機能を選択した後、左図のようにコントロール
ボタンを上下に動かして、任意の名前を選択して変更します。

13.4.スロットラベル変更
電源が入った状態でボタンの操作がない場合、自動で電源が
切る時間を設定することが出来ます。ボタンを短く[S]押すご
とに自動電源Offの設定が “なし”,”30”,”60”,”90”
秒,“3”,”5”分単位で繰り返されます。
“なし”を選択すると電源が自動に切れなくなり、電源が入
ったままになります。

メモリーカードスロットごとにスロットラベルを設定する
ことが出来ます。

13.2. USB外付ドライブ管理

スロットラベルを変更するスロットを選択した後、コントロー
ルボタンを上下左右に動かして望む名前を設定します。

バックアップ成功/失敗などの各種動作状態、音量確認するブ
ザー音のON/OFFを設定する事が出来ます。
ボタンを短く[S]押すごとに、音声設定の状態が‟ON‟と
‟OFF‟に反復されます。音声設定機能は‟ON‟の状態です。

13.5. 言語設定 (Language)
13.3. USB外付ドライブハード情報
バックアップした後、最上位のフォルダー名は、基本的に
(Axxx~9xxx)の形態で作られて、A～9まで変更することが
出来ます。
A:デバイス名、ｘｘｘ：コピーシーケンス番号を自動で生成
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メニュー画面で‟言語選択(Language)‟メニューに移動した後、
ボタンを短く[S]押してください。
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コントロールボタンを上下左右に動かして、該当言語に移動
してからボタンを短く押せば、選択した言語に変更されます。

13.6.ファームウェアアップデート
NCB-20のファームウェアアップデートはUSBメモリーを通してす
ることが出来ます。USBメモリーのルートフォルダにファームウ
ェアファイル(NVSCBA.BIN)をコピーして入れた後、USBメモリー
を接続して下さい 。
SetupのFirmware Update選んで下さい

ファームウェアアップデートが完了しました。
間もなくNCB-20の電源が自動で切れます。この後,電源を入れ
直すとはNCB-20は新しくアップデートしたファームウェアで
動作します。

ルートディレクトリ内にファームウェアのファイルが
無い、またはファームウェアが正常的ファイルではない場
合、左図のような画面が表示されます。この場合にはファー
ムウェアを再度ダウンロードし、初めからやり直してくださ
い。

メモリーを挿したUSBスロットを選択後ボタンを短く[S]押して、
ファームウェア アップデートが始まります。

ファームウェアアップデート中の画像です。
左図のようにファームウェアの現在バージョンが表示され
ます。ファームウェアアップデート中にUSBメモリーを抜いたり
落としたりした場合、または電源がOFFになった場合には、アッ
プデートを失敗することがあります。ファームウェアアップ
デートが失敗すると、製品を使用できなくなりますので、電源が
切れないように気をつけてください。
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14.困ったときには
(１)電源が切れない場合
NCB-20は動作中に誤動作により製品の電源が切れない場合、本体右側下段にある電源ボタンを
7秒間長押しすると、強制的に切ることが出来ます。しかし NCB-20が動作中である状態から終了すると
メモリーカードまたは USB 外付ドライブの内容が損失されることもありますので、必要な場合以外には
なるべく使用しないでください。

(２)コントロールボタンが折れた場合
コントロールボタンが折れると 上/下/左/右 選択が必要なメニュー機能の使用は不可能に
なります。ただし、この場合にも電源ボタンを使用してメモリーカードコピーはすることが
出来ます。NCB-20のコピー機能は 上/下/左/右 ボタン操作が無くても実行できるように設計されて
います。電源ボタンを短く[S]、または長く[L]押してコピーまたは検証機能を使用することが
出来ます。

15.製品規格
モデル名
モデルタイプ
LCD画面
対応メモリーカード

SD & Micro-SD

2.4" Color TFT LCD

320*240, 64K color

SD(UHS 支援する SDHC/SDXC) 8 slot
MicroSD 8 slot

USB外付ドライブ

ファイルシステム

メモリーカード：FAT32、exFAT、UDF、HFS+
USB外付けディスク：exFAT

ビデオプレビュー
(オプション)

DV, DVCPRO HD
XF-AVC 2K/4K, PRORES 2K/4K
AVCHD, H.264, AVC-Intra
DNxHD 2K
MPEG2 4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0
XAVC 2K/4K, AVC Ultra 2K/4K

パソコン
インターフェース

USB 3.0 5Gbit/sec

(４)USB外付ドライブに保存されたデータをパソコンにバックアップ
した時にエラーが発生した場合
バックアップしたUSB外付ドライブをパソコンにコピーする際に、パソコン側にエラーメッセージが
表示される場合、該当ドライブにバッドセクターが存在しています。
専門業者にデータを復旧依頼してください。

NCB-20

USB3.0 外付けストレージデバイス max 32TB
USB Mass Storage Class 支援
Sector容量が512Byteより大きい Advanced Format ストレージ
デバイス支援

(３)電源が入らない場合
電源アダプターを接続した状態で電源ボタンを２秒以上押し、USB外付ドライブを接続した状態で
電源ボタンを２秒以上押してください。

NEXTO CARD BATCHER

OS互換性

電 源
質量
外形寸法
付属品

Windows XP / VISTA / 7 / 8 / 10
MAC OS 10.6.5 以上、Linux 2.4.18 以上
DC IN : DC 12V/2A (作動電圧範囲: DC ±6~25V
外径3.5Φ,
内径1.5Φ)
USB : USBケーブルを通しUSB Power Bank(5V, 10,000mA/2.1A 以上)
電源で動作可能。 V-mount(Option) : V-mount バッテリー支援
200g (V-mountなし)
156 x 80 x 34 (mm) (V-mountなし)
NCB-20 本体 / AC 電源アダプター/ USB3.0 ケーブル/マニュアル
（英語、韓国）

*製品仕様は予告なく変更する場合があります。
2018年11月12日
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