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1.製品構成品
1.1.基本構成品

(１)NBS-25製品本体
(２)電源アダプター(１２V ２A)：内蔵バッテリーの充電や、NBS-25への動作電源を
供給する時に使用します。
(３)衝撃防止用ラバージャケット：製品本体左側と右側に装着して使用します。
(４)ハンドストラップ
(５)USB 3.0ケーブル：パソコンにNBS-25を接続するときに使用します。
(６)製品説明書
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製品構成品

1.2. Option (別途購入)

(1) Bridge Pellet
ハードドライブ(または SSD)保護ゴムフィラー
ネジセット
保管用ラバージャケット
(2) Bridge Memory Module (選択)
SxS / XQD / express P2 / P2 / AXSM / RED MINI-MAG
RED / CFast / PAK MEDIA / AJA Quad
2.5インチ SATA ドライブ SSD(又はHDD)

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 STORAGE BRIDGE(以降 NSB-25)は下記のように多様な機能を持っています。

3.1. 使用者に合わせたメモリーカードコピー及び検証
2.5インチ SATA HDD(ハードディスクドライブ)または SSD(Solid State Drive)と充電バッテリー
を内蔵していて、別の外部電源やパソコンが無くてもメモリーカードの内容をバックアップ
することが出来ます。内蔵されたCF及びSDスロットを通して Compact Flash 及び SD, SDHC,
SDXCカードバックアップが可能です。それ以外の多様なメモリーカード(SxS, XQD, CFast,
P2, express P2, AXSM, REDMAG, AJA Quad, 2.5インチ SATA ドライブ)は使用者が希望する
モジュールを選択して装着後、バックアップが可能です。詳細なコピー方法は‟12. メモリー
カードコピー及び検証”項目を参照してください。（22ﾍﾟｰｼﾞ）

3.2. 映像再生 及び写真確認
5インチカラー液晶画面(LCD)またはHDMI出力を通し、映像再生が可能です。詳細な映像再生
写真確認方法は‟13. 映像再生及び写真確認機能”項目を参照してください。(26ページ)

3.3. 最大3個のドライブに同時バックアップ– MCOPY
一回の操作で一つのメモリーカードのデータを同時に最大3個のドライブ (2個のBridge Pellet,
1個のUSB外付けドライブ)に同時にバックアップします。詳細なUSB外付けドライブ接続方法は
‟11.USB外付けドライブ接続方法”を参照にされて、詳細なバックアップ方法は
‟12.メモリーカードコピー及び検証”項目を参照してください。(P21.P22)

3.4.パソコン接続方法
USB 3.0 デヴイス端子を使用してパソコンに接続することが出来ます。
詳細なパソコン接続方法は‟16. パソコン接続方法”項目を参照してください。

3.5.コピー作成– SYNC
(1) DC IN 端子(6~25V, 24W) :
外径 3.5Φ内径 1.3Φ
(2) USB 3.0 デバイス端子
(3) USB 3.0 ホスト端子
(11) SD/SDHC/SDXC カードスロット
(4) HDMI 出力端子
(12) CF スロット
(5) オーディオ出力(Stereo)端子 (13)Bridge Memory Module(別 途 販 売 ) ス ロ ッ ト
(14) Bridge Pellet 0(別途販売)スロット
(6) 液晶画面(LCD)
(7) 電源 ボタン
(15) Bridge Pellet 1(別途販売)スロット
(16) 固定ネジ
(8) スピーカー
(17) ハンドストラップ固定リング
(9) 実行(Enter)ボタン
(10) 後方/取り消し(Back)ボタン (18) 三脚ソケット：3/8 インチ
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各部の名称及び説明.

一つの Bridge Pelletに保存されたすべてのデータをほかのドライブに同期化すること
が出来ます。両側ドライブのデータを分析して、追加されたフォルダーだけコピーします。
詳細なコピー作成方法は‟14. コピー作成方法 - SYNC”項目を参照してください。（28ﾍﾟｰｼﾞ）

製品紹介
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4.記号説明
3.6.特定フォルダー移動 – Export Folders
Bridge Pelletに保存されたバックアップフォルダー中に使用者が選択した特定
のバックアップフォルダーを他のドライブにコピーすることが出来ます。
詳細な特定フォルダー移動方法は‟15. 特定フォルダー移動”項目を参照して
ください。(30ページ)

警告

この表示がある内容 及び指示事項を使用者が違反した場合、
死亡や重傷を負う危険を生じる可能性があります。

注意

この表示がある内容 及び指示事項を使用者が違反
した場合、怪我や物品障害を生じる可能性があります。

参考

製品使用する時、知っておけば良い内容や参考機能。
機能使用中に有効に使用できる方法などを紹介します。

3.7. 簡単なボタン操作
すべての機能はタッチスクリーン、または３つのボタン(電源(Power).実行(Enter).
戻る/取消(Back))を使用して操作が可能で、液晶画面(LCD)を通して動作状態を確認する
ことが出来ます。電源のON/OFF及びボタン操作方法については‟9.基本機能”項目
を参照にしてください。(13ページ)

5.安全のための注意事項

3.8. 内蔵バッテリー
Li-Polyバッテリーを内蔵しており、別途の電源供給が無くても製品を携帯しながら使用
することが出来ます。内蔵された Li-Polyバッテリーは電源アダプターに充電したり、
電源を供給する場合に使用できます。内蔵バッテリーの充電方法は‟８.バッテリー充電
及び電源管理”項目を参照してください。(11ページ)

3.9.使用履歴（LOGファイル）確認方法
XCopy.MCopy.Sync. パソコン接続などの使用履歴を該当ドライブ(Bridge Pellet及び
USB外付けドライブ)にLOGファイルで保存します。詳細な使用履歴（LOGファイル）確認方法
は ‟17. 使用履歴（LOGファイル）確認方法”項目を参照してください。（35ﾍﾟｰｼﾞ）

3.10.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。詳細な
ファームウェアアップデート方法は‟19. 環境設定機能”から該当項目を参照して
ください。（41ﾍﾟｰｼﾞ）

注意
●本製品は大容量

HDD(ハードディスクドライブ)/SSD(Solid State Drive)及び
充電バッテリーを使用する製品なので使用時、精細な注意が必要です。
使用前に必ずこの説明書を読んで、製品を安全に正しく、使用してください。
使用者の安全と財産上の損害などを未然に防止する為に、次の注意事項を必ず熟知頂
き、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一切の責任を負いま
せん。

警告
●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。

無断でケースを開けたり,分解しないでください。故障の原因になり、保障期間内
でも修理が受けれなくなります。
●特に充電バッテリーが損傷した場合は、爆発や火災の危険があります。
●電源アダプターは室内の乾燥した場所で使用するように設計されています。
感電の危険性がありますので、電源アダプターが濡れないように注意してくださ
い。電源アダプターを濡れた手でさわった場合、感電または製品が破損する場合
がありますので、ご注意してください。
●車両用シガーソケットを通して 25V 以上の電圧が製品に接続すると、製品の損傷
を起こす可能性があります。
●製品内部に異物質,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、すぐに電源を切って、電源アダプターをコンセントから外してください。

05 製品紹介
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警告

●磁石またはCRT TV、モニター、スピーカーなど磁性が強い物体によって損傷

することもありますので、製品横に磁石のような物体は置かないでください。

●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凝縮現象に

より製品に水滴がにじみます。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。
●感電の危険性がありますのでプラグの外形に合うコンセントにだけ
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。一文削除
●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。

警告
●本製品には Li-Poly 型の充電バッテリーが内蔵されています。この形態の

バッテリーはメモリー効果と呼ばれる現象がないためにいつでも充電して
使用することが出来ます。
●内蔵バッテリーの寿命は約 400 回です。使用頻度 使用状況 保管状態によって
も異なります。使用頻度が多くなると、満充電にしても使用時間が短くなります。
このような時は、バッテリーの寿命が近づいています。
使用時間が短くなった場合には新しいバッテリーへの交換を推奨します。バッテリ
ー交換は販売店、または弊社営業にお尋ねください。

注意
●バッテリーは過熱,火災,爆発の危険がありますので注意して使用してください。

Li-Poly バッテリーは薄いフィルムで重なっています。このフィルムの損傷は
爆発や火災を誘発することもありますので、損傷しないように注意して
ください。
●電源アダプター,及びバッテリー端子(金属部分)に電気が流れる物体がつながら
ないように注意してください。火災,及び感電の恐れがあります。
●長期保管の場合は、定期的に（3 ヶ月に 1 度程度）はバッテリーを充電してくだ
さい。 NSB-25 は使用中でない時でも、微細な電流を必要とします。使用しない状
態で約 1 年が過ぎ、過放電時間が長い場合は劣化が進行し寿命が短くなる原因とな
ります。
●必ず正常作動温度でだけ充電してください。(充電温度 45℃以下).特に夏季の
高温の車両内など非正常な温度での充電は絶対にしないでください。
●

注意
●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。
●重要なデータは必ずバックアップしておいてください。移動式ディスク
タイプで永久的で安全なデータの保管を保証しません。
●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射す処や暖房器具など温度が高い処は避けて
ください。特に夏季の自動車に長時間放置しないでください。暑い所に
長時間放置する場合、電源が切れた状態でもバッテリーが完全に放電する
場合もあります。
●製品を落下や、強い衝撃(振動が強い処など)を加えないで
ください。特に Bridge Pellet の内蔵ハードドライブが駆動中な状態での
外部衝撃が発生しないようにして下さい。内蔵ハードドライブ故障の
原因になります。
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6.Bridge

Pelletにハードドライブ(またはSSD)装着方法

NSB-25は2個のBridge Pelletを装着することが出来ます。Bridge Pelletはデータが
実際に保存される装置でノートブック用2.5インチSATAハードドライブ(またはSSD)を
装着します。ハードドライブ(またはSSD)の容量制限はないですが、高さが(9.5ｍｍ
以下であるハードドライブだけ装着可能です。

7.Bridge

Pellet及びメモリーカードモジュール分離及び装着方法

NSB-25に装着されたBridge Pellet及びメモリーカードモジュールは分離が可能で簡単に
交換や、携帯することが出来ます。Bridge Pelletは別途、携帯や、パソコンに
接続が可能です。NBS-25本体に装着し、メモリーカードに撮影したデータをBridge Pellet
へ簡単にバックアップ可能です。

注意
ハードドライブにゴムフィラーを装着します。

●必ず電源が切れている状態でBridge

Pellet、またはメモリーカードモジュール

を交換してください。

1.装着方法

Bridge Pelletの上段のアルミニウムケースを
分離します。
(出庫時、上段のアルミニウムケースは固定
されていません。)
① Bridge Pellet、またはメモリーカードモジュールを各該当スロット
にNSB-25内部コネクターへきちんと挿入されている事を確認して下さ
い。
②側面の固定ネジを締めます。
2.5インチハードドライブのコネクターと
Bridge Pelletのコネクターが接続できるように
ハードドライブを入れます。この時ハード
ドライブを斜めに入れると接続しやすいです。
コネクターと接続時、一番深くまで押し込んで
ください。

ハードドライブが装着されたら上段のアルミ
ニウムケースのカバーを閉め、コネクター側の
２箇所のネジ穴にネジをしっかり固定して
ください。
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Bridge Pellet にハードドライブ(または SSD)装着方法

2.分離方法

①側面の固定ネジを緩めます。
②上の画面と同じように引いて分離します。

Bridge Pellet及びメモリーカードモジュール分離及び装着方法
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8.バッテリー充電、及び電源管理
NSB-25の内蔵バッテリーは一緒に同梱される電源アダプター,USBケーブルを通して充電
されます。電源アダプターの丸いPlugを製品の‟DC IN”端子に接続し、電源アダプターを
AC電源ソケットに接続します。充電が始まると製品右側に2つのLED中、上側の赤色LEDが
付きます。充電が終わればLEDは消灯します。

9.基本機能
9.1. 電源 ON/OFF
左図のようにNSB-25に起動ロゴが表示される
まで右上にある電源（Power）ボタンを約2秒
以上長押した後、ロゴが表示されたら、電源
ボタンを離してください。ロゴ画面が表示
された後も継続し、電源（Power）ボタンを
押していると製品の電源が自動にオフに
なります。

内蔵バッテリーの充電は、電源アダプターでは約6時間、USBケーブルでは約12時間所用
されます。
電池残量が不足している場合には、残量不足を示す警告が液晶画面（LCD）に表示された後、
電源がオフします。もしバックアップ中にバッテリーが不足すれば、コピーが完全に
行われず、機器の電源が切れるので、再度製品に電源を入れたときに表示されるデータコピー
の成功/失敗かを必ず確認してください。

製品が正常に点灯したら、左画面のように、
コピー準備状態になって、メモリーカードの
バックアップやビデオ確認などの機能を使用
できる状態になります。

参 考
●充電は、製品の電源がオフになっている状態でのみ行われます。USBケーブルを通し
てパソコンと接続している場合は、パソコンからの電源とバッテリーからの電源を同時
に使用します。長時間接続時には、必ず電源アダプターを接続して使用してください。
●バッテリーは、液晶画面（LCD）のバッテリー残量表示は常に1つ以上を

維持するように充電して使用してください。完全に放電された場合、バッテリーの
寿命が短くなる原因となります。
●満充電された状態で、内蔵バッテリーのみご利用の場合、2つのドライブ基準で約3時
間、バックアップ機能を使用することができます。（ただし、動画/写真表示
機能を含むその他の機能を使用する場合は、バックアップ機能に使用する時間は
減少します。）

バックアップ中または動画の再生中でない
状態で設定された時間（例：50秒）の間、
何も操作しないと自動的に電源がオフしま
す。または電源ボタンを長押しすると、手動
で製品をオフにすることができます。
自動電源Offの時間設定については、
‟19.環境設定機能‟の項目を参照してくださ
い。（41ﾍﾟｰｼﾞ）

参 考
●右側面の電源ボタンを7秒以上押すと、NSB-25を強制的にオフにすることができます。
しかし、NSB-25が動作している状態で、このボタンを強制的に押された場合Bridge Pellet
の内容が破損する危険性があるので、不可避な場合以外にはなるべく使用しないでください。
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9.4. タッチ画面操作時、注意事項

9.2.ボタン別機能

注意
電源(Power)ボタン
実行(Enter)ボタン
戻る/取消(Back)ボタン

●電気が流れる物質（導体）がタッチスクリーンやタッチボタンに触れないよう
に注意して下さい。静電気などにて正しく動作しない場合や、
タッチスクリーンが故障する場合があります。
●タッチスクリーンへの強い圧力や、直接先端が鋭利なもので押さないで
ください。タッチスクリーンの損傷や、故障することがあります。

参 考
電源(Power)ボタンでNSB-25の電源を付けた後、すべての操作はタッチスクリーンと
戻る/取消(Back)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

動作方法

電源(Power)

長押しにて電源ＯＮ/ＯＦＦします。

実行(Enter)

短押しにて、該当機能を実行します。

戻る/取消(Back)

●タッチ画面位置によっては、タッチスクリーンが正常に動作しない可能性があります。

9.5. 液晶画面(LCD)
画面上段

短押しにて、前の画面に切り替わります。
メイン画面

9.3. LED表示

電源/充電 LED
Bridge Pellet 0 LED
Bridge Pellet 1 LED
画面上段アイコン紹介
外部電源接続表示
音声Off 実行中
LED

動作方法

電源/充電

赤色：電源がオフの状態で充電中であることを表示
緑色：電源がオンの状態を表示

Bridge Pellet 0 LED

0番ドライブが使用中であることを表示。

Bridge Pellet 1 LED

1番ドライブが使用中であることを表示。
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音声On 実行中
バッテリー残量表示

基本機能
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メイン画面アイコン紹介

9.6. XCopy Ready

使用履歴(LOG File) アイコン
環境設定(Setup)

アイコン

Bridge Pelletが1つだけ装着されている場合、USB外付けドライブのみ装着されている
場合に、メイン画面は、"XCopy Ready"状態で表示されます。この状態でメモリーカード
をバックアップする場合、1つのドライブにのみ保存されます。（Single Copy）

Bridge Pelletが装着された表示
Bridge Pelletが装着されてない表示
Bridge Pelletが装着された表示
Compact Flash
SD/SDHC/SDXC

9.7.MCopy Ready
SxS
XQD

Bridge PelletとUSB外付けドライブが2つ以上の装着されている場合、メイン画面は
‟MCopy Ready‟状態で表示されます。この状態で、メモリーカードをバックアップする場合は
装着されたドライブの両方に保存されます。（Multi Copy）

P2/express P2

参 考
CFast
AJA PAK MEDIA

●USB外付けドライブの接続方法については、”11。USB外付けドライブを接続する”の項目を

参照してください。（21ページ）
2つの Bridge Pelletと USB 外付けドライブがすべて装着された場合

REDMAG
AXSM
SSD
ハードドライブ
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10.ハードドライブ(またはSSD)フォーマット方法
2つのBridge Pelletが装着されている場合

NSB-25のBridge Pelletは必ずハードドライブ（またはSSD）を装着する必要があり、
NSB-25でサポートするハードドライブ（またはSSD）の管理機能を通して、この製品で
フォーマットされたファイルシステムのみをサポートします。

注意
●Bridge Pelletの内蔵ハードドライブ（またはSSD）やUSB外付けドライブを

フォーマットする場合、保存されたデータは削除されるので、フォーマット
する前に必ずデータを別のストレージデバイスにバックアップしておいて
ください。
●ハードドライブ（またはSSD）の全体を一つのディスクパーティションに設定
して、ディスクパーティション全体をexFATでフォーマットします。
１つのBridge PelletとUSB外付ドライブが装着されている場合
NSB-25のメイン画面（XCopy/MCopyReady）
でフォーマットをしたいドライブの
アイコンを選択します。

選択したドライブのメニューから
‟HDD Management‟項目を押してください。
+
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ハードドライブ(または SSD)フォーマット方法
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ドライブ名変更方法
NSB-25から左画面のように、既存のド
ライブ名が表示され、ドライブ名を変
更するかどうかを尋ねられます。変更
したい場合は、画面の‟Change‟ボタン
を押して下さい。ドライブ名を変更せ
ずにフォーマットするには、‟Yes‟
ボタンを押してください。

この画面は、第二の確認画面です。
フォーマットすることをご希望の場合、
‟OK‟ボタンをクリックしてください。

フォーマット中です。

参 考
●パソコンからドライブ名を変更した場合には、NSB-25でフォーマットをするとき
に、ドライブ名を維持することができます。
ドライブ名を変更します。NEXTODI_00
～99まで選択が可能で、数字ボタンを
押していただき、変更されたら次に
‟OK‟ボタンを押して下さい。

フォーマットが完了すると、左画面のように
完了画面の後にポップアップウインドが
消え、メニュー画面が表示されます。

フォーマット方法
フォーマットを実行する前にユーザー
に2回の確認を受けます。この画面は、
最初の確認画面です。フォーマットす
ることを希望の場合、‟OK‟ボタンを押
して下さい。
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11. USB外付ドライブ接続方法
NSB-25は、USB3.0ホスト端子を通してUSB外付けドライブとの接続が可能です。USB外付け
ドライブが認識されると、メモリーカードコピーと複製の作成（SYNC）などNSB-25の機能
を外付けドライブでも使用することができます。
NSB-25がオフの状態であるか、メイン画面（XCopy/ MCopy Ready）状態で下の画面のよう
にNSB-25のUSB3.0ホスト端子にUSB外付けドライブを接続すれば、NSB-25が接続されたUSB
外付けドライブを自動的に認識します。

12. メモリーカードコピー及び検証
製品の側面には、CF、SD / SDHC/ SDXCはもちろん、メモリーカードモジュールに合わせて
対応するメモリーカードを挿入すると、NSB-25が自動的に認識して、メモリーカードの内
容をバックアップすることができます。メモリーカードモジュール情報は‟2．各部の名称
と説明‟の項目を参照してください。（3ページ）

注意
●メモリーカードの無理な挿入や、別の方向に挿入すると、コネクタ－

NSB-25にUSB3.0ケーブルの大きい方（USB3.0 Standard-A）を接続し、小さい方
USB3.0 micro-B）を外付けUSBドライブに接続します。

のピンが曲がることがあります。
●同時に複数のメモリーカードを挿入して配置することができますが、

一つのメモリーカードのみを認識します。

12.1．内容分析
メイン画面（XCopy/MCopy Ready）状態
で、メモリーカードが挿入されると、自
動的に挿入されたメモリーカードを認識
した後、ハードドライブ（またはSSD）
の内容と比較します。比較の結果に応じ
て、次のように動作します。

12.2．コピー
（1）新しいメモリーカードが挿入される場合（新規のコピー）
初めてコピーするメモリーカードが挿入
された場合には、左画面のように画面右
側に3つのコピー機能が表示されます。
希望のコピー機能を押してください。
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Fast Copy
( 迅速にコピー)

ハードドライブ(またはSSD)1)に新しいフォルダーを作成した後、
メモリーカードの内容をすべて迅速にバックアップします

Copy & Verify
(コピー＆検証)

メモリーカードの内容を迅速にコピー（Fast Copy）した後、
ハードドライブ(またはSSD)1)に保存された内容と、メモリーカード
の内容が同じであるか、相互に比較して検証します。

Safe Copy
(安全コピー)

ハードドライブ(またはSSD)1)に新しいフォルダーを作成した後、
ハードドライブ(またはSSD)1)のバッドセクターをスキャンし、
メモリーカードの内容をバッドセクターがない安全な領域にバック
アップします。

12.3. 動作状態表示

実行（コピーまたは検証）中の機能
現在までに実行されたファイル数/総ファイル数
現在までに実行された容量/総容量
コピー所要時間
コピー（または検証）中のムービークリップ

(2)すでに一度バックアップされたメモリーカードを再び挿入した場合
すでに一度バックアップされた
メ モリ ーカ ード が挿 入さ れて いる 場合
は、画面右側にハードドライブ(またはSS
D) 1) に保存されたフォルダー名が表示さ
れ、3つの機能を選択することができま
す。

参 考
●バックアップ中の動画ファイルをクリップとして確認が可能です。ただし、コーデックに

応じて、バックアップのパフォーマンスが低下することがあります。詳細については‟19。
環境設定（Setup）機能‟で、その項目を参照してください。（42ページ）
●バックアップ中にCRC検査が可能であり、使用者がCRC"機能を設定することができます。
ただし、バックアップのパフォーマンスが最高80MB/sに限定されます。詳細CRCチェックま
たは設定方法については‟17.使用履歴を確認する - LOG File"または"19.環境設定機能 Setup"で、その項目を参照してください。（35、41ページ）

12.4. 完了状態表示
New Copy
(新しくコピー)

ハードドライブ（またはSSD）1）に新しいフォルダーを作成した
後、メモリーカードの内容をコピーします。

Verify
(検証)

完全に同一内容のメモリーカードである場合は、ハードドライブ
(またはSSD)1)に保存された内容と、メモリーカードに保存された
内容が同じであるか、相互に比較して検証します。

Delete
(消去)

メモリーカードの内容を消去します。

実行（コピーまたは検証）完了した機能
総実行されたファイル数/総ファイル数
現在までに実行された容量/総容量
コピー速度（MB/s）

参 考
●バックアップが完了した後に挿入されたメモリーカードを削除すると、再びメイン画面
（XCopy/ MCopy Ready）に戻り、メモリーカードを削除しない限り自動電源オフ機能で設定
した時間（例えば、50秒）が経過した後に自動的に電源が切れます。
●バックアップされた内容の保存先とバックアップフォルダーの名前は
"16。パソコンに接続する"の項目を参照してください。（32ページ）

1）NSB-25に装着されたBridge Pelletと外付けUSBドライブに内蔵されたハードディスクドライブ（またはSSD）です。
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13. 映像再生、及び写真確認機能
12.5. バックアップ成功/失敗可否確認
バックアップ中に、メモリーカードやハードディスクドライブ(またはSSD)1）に問題が
生じ、エラーメッセージの表示や、自動的に電源がオフになる場合、または
バックアップ（XCopy/MCopy）検証（Verify）が完了した後、自動電源オフ機能で設定さ
れた時間（例えば、50秒）が経過し、自動的に電源がオフになった場合、ユーザーは、以
前のバックアップ操作が成功したかどうかを知ることができなくなります。この
場合、NSB-25は電源投入時に以前のバックアップが成功/失敗かを、次のように表示して
くれます。

NSB-25のフォルダー検索(Bridge Pellet) 機能でBridge Pellet、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。

13.1.バックアップしたフォルダーの一覧表示
メイン画面（XCopy/MCopy Ready）
状態で動画再生をしたいBridge Pellet、
またはUSB外付けドライブをクリックする
と、左画面のようにメニューとバックアッ
プされたフォルダーの一覧が表示されま
す。

一本のバックアップフォルダーをクリック
してください。左画面のように選択した
フォルダーの情報とメニューが表示
されます。動作を希望するメニューを
押してください。

13.2. 動画再生方法 - Show Video
ビデオファイル回数
‟Show Video‟機能をクリックすると、
左画面のように保存された動画ファイル
がクリップの形で示しています。再生を
サポートしている動画のみクリップが
表示がされ、サポートされていない形式
の動画ファイルは"Unsupported"と表示
されます。

映像の録画時間

映像ファイル名
1）NSB-25に装着されたBridge Pelletと外付けUSBドライブに内蔵されたハードディスクドライブ（またはSSD）です。
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14. コピー作成機能 - SYNC
再生したいクリップを押してください。
（1）現在の再生時間
（2）再生進行バー（ドラッグを利用して
高速移動を行うことができます。）
（3）総再生時間
（4）倍速設定
（5）詳細を見る
（6）再生/一時停止
（7）オーディオレベルメーター表示
（8）音量設定
（ドラッグを用いて音量を調節することができます。）

NSB-25 は、Bridge Pellet と USB 外付けドライブが 2 つ以上接続されると、1 つのドライブ
に保存されたすべてのデータを別のドライブに同期させることが可能でコピー作成機能を
サポートします。コピー作成機能は、一度の作業で別のドライブに二次バックアップを作成
することで、より安全にデータを管理することができます

メニュー画面でコピー作成機能の選択方法
同期化するドライブを選択してください。

HDMI出力方法
NSB-25には、HDMI出力端子を介してHDMIモニターを接続することができます。
再生画面でHDMIボタンを介してHDMIモニターで動画を再生することができます。

コピー作成機能– SYNC
‟OK‟ボタンを押してください。

13.3. 写真確認 - Show Photo
写真のプレビュー機能があるので確認ができます。

13.4.バックアップフォルダーを削除する - Delete This Backup

選択したバックアップフォルダーを削除するこ
とができます。削除されたフォルダーは、復元
ができませんのでご注意下さい。
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NSB-25 は、バックアップフォルダー単位で
コピーするドライブの内容を比較しながら
複製の作成機能を実行します。複製の作成
機能は、バックアップするドライブにない
バックアップフォルダーのみをコピーする
機能です。

ハードドライブ(または SSD)フォーマット方法
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15. 特定フォルダー送信 - Export Folder
複製の作成機能が完了した状態です。
メイン画面（MCopy Ready）に移動したい場合、
NSB-25の右側に戻る/キャンセル(Back)ボタン
または‟OK‟ボタンを押してください。

NSB-25は、Bridge PelletとUSB外付けドライブが2つ以上接続されると、1つのドライブに
選択したフォルダーのみを別のドライブにエクスポートすることができ、特定のフォルダー
の送信機能をサポートしています。

メニュー画面で特定フォルダー送信機能選択
別のドライブに移動する特定のフォルダー
をすべて選択し、ボタンを押してください。

参 考
●複製の作成中にUSB外付けドライブが削除されるなどのコピーが失敗すると、NSB-25は、

エラーメッセージを表示し、自動的に電源が切れます。
●複製の作成が完了した後、何の動作もしないと自動的に電源が切れます。
●自動的に電源が切れた場合に、使用者が以前の作業が成功したかどうかを知ることができる

特定フォルダーをバックアップする
ドライバーを選択してください。

ように、NSB-25は電源を入れる時に以前の状態が成功したのか、失敗かどうかを表示しま
す。

特定フォルダー送信

– Export Folder
‟OK‟を押してください。
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16.パソコン接続方法
特定フォルダー送信機能を実行中です。

NSB-25とBridge Pelletは、一般的な移動式外付けストレージデバイスで、パソコンに接続
できます。

参 考
●NSB-25は、Bridge PelletをexFATファイルシステムでフォーマットするため、Windows 8/7/

特定のフォルダー送信機能が完了した状態
です。メイン画面（MCopy Ready）に移動
したい場合NSB-25の右側に戻る/キャンセル
(Back)ボタン、または‟OK‟ボタンを押して
ください。

VISTA（Service Pack1）、Mac OS X10.6.6以上、Linux2.4.18以降では、別のドライバーの
インストールなしに自動的にパソコンに認識されます。
●Windows XP（Service Pack2、3）は、マイクロソフトが提供するexFATドライバー
パッチをパソコンにインストールする必要があります。
●Windows XPの以前のバージョン（Windows XP Service Pack1を含む）は、exFAT
ファイルシステムがサポートされていないのでNSB-25とBridge Pelletを外部記憶装置
としてパソコンに接続することができません。
●NSB-25に接続したUSB外付けドライブ、またはメモリーカードはパソコンに認識
されません。つまりNSB-25はメモリーカードリーダーとして使用することはできません。
●パソコンの背面のUSB端子をご利用ください。パソコンの前面のUSB端子は、高速の
信号を処理できない場合があります。

16.1.NSB-25をパソコンに接続する

参 考
●複製の作成中にUSB外付けドライブが削除されるなどのコピーが失敗すると、NSB-25は、

エラーメッセージを表示し、自動的に電源が切れます。
●複製の作成が完了した後、何の動作もしないと自動的に電源が切れます。
●自動的に電源が切れた場合に、使用者が以前の作業が成功したかどうかを知ることができる

NSB-25を接続する前に、パソコンの電源を入れ、完全に起動するまで待ちます。
NSB-25の電源を入れ,メイン画面（XCopy/MCopy Ready）が出てきた状態で、下の画面のように
NSB-25にUSB3.0ケーブルの小さい方（USB3.0 micro-B）を接続して、大きい方（USB3.0
Standard-A）は、コンピュータに接続します。接続がされると、下の画面のように、液晶画面
（LCD）の‟PC Connection‟というメッセージが表示されます。

ように、NSB-25は電源を入れる時に以前の状態が成功したのか、失敗かどうかを表示します。
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16.2.Bridge Pelletをパソコンに接続する

●パソコンに正常に接続されるとBridge Pelletは
フォーマット時、指定したドライブ名または直接変更
したドライブ名で表示されます。
●Bridge Pelletは、基本的に‟NsbRoot‟と‟NsbLog‟という
名前のフォルダーが自動的に作成され、バックアップされ
たデータは、すべて‟NsbRoot"下位フォルダーに保存
され、NSB-25の使用履歴を確認することができるLOG
ファイルは、" NsbLog "サブフォルダーに保存されます。
●使用者がメモリーカードをバックアップする場合NSB-25
は、自動的に日付のフォルダーを一つ作成し、メモリー
カードの内容をメモリーカードフォルダー構造のまま
作成された日付のフォルダーに保存します。
●バックアップされたデータは、‟NsbRoot "フォルダーに最
近作成されたファイルの年、月、日の順に生成されます。
20140801.000は2014年8月1日に最後に生成された
ファイルが属する内容を最初にバックアップしたフォルダ
ーという意味であり、メモリーカードバックアップすると
きBridge Pelletにフォルダー名が同じ日付が存在する場
合001、002の形で後ろの三桁のカウントが増加してフォル
ダーが作成されます。
●フォルダーの作成は、カメラで撮影した年、月、日を反映
したものです。したがって、カメラの年、月、日が正しく
ない場合、誤った日付でフォルダーが作成されます。
●左画面のように‟TMP.000‟フォルダーの場合は、バック
アップを失敗したときに生成されるフォルダーです。 TMP
フォルダー内に存在するファイルは、通常のファイルでは
ないので、削除することをお勧めします。詳細について
は、‟18。ハードドライブ（またはSSD）の管理‟で、TMPを
削除する機能の項目を参照してください。
(39ページ)

Bridge Pelletを接続する前に、パソコンの電源を入れ、完全に起動するまで
待ちます。下の画面のようにBridge PelletにUSB3.0ケーブルの小さい方（USB3.0
micro-B）を接続して、大きい方（USB3.0 Standard-A）は、パソコンに接続
します。接続がされると、下の画面のようにBridge PelletのLEDが点灯します。

16.3. パソコンで確認

16.4. パソコンから接続解除
(1) Windowsの場合
パソコン下段、右側トレイの[ハードウェアを安全に除去]アイコンをクリックした後、
USBケーブルを取り外します。
(2)マッキントッシュの‟場合
デバイスのアイコンをゴミ箱にドラッグし、USB3.0ケーブルを取り外してください。

33

パソコン接続方法

パソコン接続方法

34

17.使用履歴確認方法 - LOG File
NSB-25はメモリーバックアップ、PC接続などの使用履歴を各ドライブにLOGファイルとして
保存してBridge Pelletの使用履歴を一目で確認できます。

18. ハードドライブ(またはSSD)管理
Bridge Pellet及び USB外付けドライブのハードドライブ(または SSD)を管理してくれる
(HDD Management)があります。
NSB-25から左画面のように、既存のド
ライブ名が表示され、ドライブ名を変
更するかどうかを尋ねられます。変更
したい場合は、画面の‟Change‟ボタン
を押して下さい。ドライブ名を変更せ
ずにフォーマットするには、‟Yes‟
ボタンを押してください。

メイン画面(XCopy/MCopy Ready)で
右側にある‟Log File‟アイコンを押して
ください。

LOGファイルを見ることができるドライブの

18.1. ハードドライブ(または SSD) 情報– HDD Info

アイコンが作成されます。詳細ビューを
確認したい場合は、そのドライブのアイコン
を選択します。

右側の絵のように選択されたドライブの
LOGファイルが現れます。

‟HDD Management‟のサブメニュー
から‟Drive Info‟を押してください。
左画面のように選択したドライブの使
用領域と使用可能な総容量を示しま
す。

18.2. 自己診断 – Self Test
選択したドライブに異常がないか自己診断を行うことができます。この機能は、ドライ
ブのエラー有無のみを確認することです。異常が発見された場合、すぐにデータを
バックアップし、購入店や販売元にご相談ください。

参 考

‟HDD Management‟の下位メニューから‟
Self Test‟を選択すると、左画面のよ
うにポップアップウィンドウが表示さ
れます。希望検査方法を押してくださ
い。

●バックアップ時に各ファイルのCRC（Cyclic Redundancy Check）を計算して、ファイルに
保存（隠しファイルを除く）します。当社が提供する‟NextoDI CRC Checker‟で動画
ファイルのCRCを計算した値とLOGファイルに保存されたCRC値を比較してバックアップした
後、動画が修正されたか確認することができます。
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(1)クイックスキャン - SMART Test

注意
ハードドライブ（またはSSD）が提供する
S.M.A.R.T.機能を使用したもので、数分かか
ります。検査をしたい場合は、‟OK‟ボタンを
押してください。

●スキャンが完了したら3秒ごとにブザー音が発生され、ユーザーが検査結果を確認
するように要求します。
●ユーザーがボタンを押すまでNSB-25の電源がオフにならないため、必ず検査の結果
をすぐに確認して内蔵バッテリーが放電しないようにご注意してください。
●電源アダプターを接続した状態でクイックスキャン機能を使用してください。

(2) 全体 検査- Full Test

クイックスキャン中です。

全体的なバッドセクターの有無を検査する
機能で、数時間かかります。検査をしたい
場合は‟OK‟ボタンを押してください。

全体検査中です。

クイックスキャンの結果異常がありません。
"OK"ボタンを押してください。

全検査完了です。異常が無いことを確認致
しました。NSB-25の右側にある、戻る/キ
ャンセル（Back）
ボタンを押してください。
クイックスキャンの結果、問題が発生しまし
た。そのドライブをバックアップの目的で使用
せずにコンピュータに接続して検査し、購入店
や販売元にご相談ください。
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TMPフォルダー消去中です。
全体検査の結果、問題が発生しました。その
ドライブをバックアップの目的で使用しない
でパソコンに接続して検査し、購入店や販売
元にご相談ください。

TMPフォルダー消去が完了しました。
‟OK‟ボタンを押してください。

注意
●検査が完了したら3秒ごとにブザー音が発生され、ユーザーが検査結果を確認
するように要求します。
●使用者がボタンを押すと、テストを終了し、メニューモードに戻ります。
●使用者がボタンを押すまでNSB-25の電源がオフにならないため、必ず検査の
結果をすぐに確認して内蔵バッテリーが放電しないようにご注意ください。
●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。

18.3.

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ないです。

TMPフォルダーの削除 - Delete TMP Folders

バックアップに失敗したときに生成されるTMPフォルダーを消去する機能です。
‟HDD Management‟の下位メニューから
‟Delete TMP Folders‟を選択すると、左画面の
ようにポップアップウィンドウが表示されま
す。一つ以上のTMPフォルダーがある場合は‟OK‟
ボタンを押してください。
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19．環境設定機能 – Setup
メイン画面（XCopy/MCopy Ready）で
右下の‟Setup‟アイコンをクリックして
ください。

参 考
●バックアップ時に各ファイルのCRC（Cyclic Redundancy Check）を計算して、
ファイルに保存(隠しファイルを除く)します。当社が提供する”NEXTODI CRC Checker‟
で動画ファイルのCRCを計算した値とLOGファイルに保存されたCRC値を比較して、バック
アップした後の動画が変更されたのを確認することができます。

19.3. コピー時、ビデオクリップ確認機能- Show Video Clip during Copy
バックアップ中に映像ファイルのサムネイ
ルを示す機能を設定することが出来ます。

左画面のように‟Setup‟の下位メニュー
及び設定された値が表示されます。動作
を望むメニューを押してください。

19.1.自動電源Off設定

19.4. 音声設定- Sound

-Auto Power Off
電源がオンの状態でボタンの動作がない
ときに、自動的に電源が切る時間を設定
することができます。

19.2.コピー時CRC検査設定 - CRC Check during Copy
バックアップ時に各ファイルのCRC
(Cyclic Redundancy Check）を計算して
LOGファイルに保存する機能を設定
します。
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バックアップの成功/失敗や各種動作状態を
知らせるブザー音量、そして動画ファイル
再生時の音声ON/OFF設定を行うことができ
ます。

19.5. フォルダー名変更設定- Folder Rename
バックアップ後に、最上位のフォルダー名
は基本的には日付フォルダー（20141010.00
0）の形で作られ、フォルダー名を変更あり
にすると、日付フォルダーから前の2桁をC1
〜C9まで変更することができます。
（C1〜C9はCamera1〜Camera9という意味
です。）

環境設定機能– Setup
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19.6. 日付/時間設定 - Date & Time
‟Date＆Time‟を選択すると、左画面のよう
にポップアップウィンドウが表示されま
す。変更を希望する日付（日/月/年）と
時間（時：分：秒）を設定し、変更操作
後、‟OK‟ボタンを押して下さい。

19.7. 言語設定- Language
該当言語に移動してから押せば、選択した言語に変更されます。

ファームウェアアップデート中を表していま
す。左画面のように、ファームウェアの現在
のバージョンと新しいバージョンが表示され
ます。バッテリー残量が少ないと、ファーム
ウェアのアップデート中に機器の電源が切れ
ることがあり、製品を使用することができな
くなります。ファームウェアの更新中に電源
が切れないようにご注意ください。

ファームウェアの更新が完了した事を表して
います。しばらくしてNSB-25の電源が自動的
に消灯します。再電源投入後、NSB-25は新た
に更新されたファームウェアで動作するよう
になります。

19.8. ファームウェアアップデート – Firmware Update
NSB-25はCF/SDまたはBridge Pelletに保存
されているファームウェアのファイルを通
じて新しいバージョンへのファームウェア
のアップデート機能を提供します。

ルートディレクトリの中に、ファームウェア
のファイルが存在しないか、通常のファイル
でない場合、左画面のような画面が表示され
ます。このような場合には、ファームウェア
を再ダウンロードした後、最初からもう
一度お試しください。

ファームウェアファイルを正常に確認後、
‟OK‟ボタンを押すと、ファームウェアのア
ップデートが行われます。
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20. 困ったときに
20.1. 電源が切れない場合
NSB-25は動作中、誤動作により製品の電源が切れない場合が御座います。
その際は、右側にある電源ボタンを7秒間長押しすれば、自動に切ることが出来ます。
但し、NSB-25が動作状態からこのボタンを強制に長押しすると、Bridge Pelletの
内容が損失される危険性が御座います。
不可避な場合以外には、なるべく使用しないで下さい。

21.製品規格
機器名称
モデル名

NEXTO STORAGE Bridge
NSB-25

LCD画面

5 "Color TFT LCD：800 * 480、24bit color
内蔵されたスロット：CF / SD（SDHC / SDXC（UHS-1対応））

メモリーカードの
サポート

20.2.電源が入らない場合
まず内蔵バッテリーの残量をご確認下さい。その後、電源アダプターを接続した状態で、
電源ボタンを2秒以上押してください。

バックアップ
ストレージ

20.3.同時にメモリーカード複数を挿入する場合
自動的に最初に選ばれたメモリーカードのみを認識します。
複数のメモリーカードを挿入する場合は、ご注意下さい。

20.4.Bridge Pelletに保存されたデータをパソコンにバックアップする時に
エラーが発生した場合
Bridge PelletまたはNSB-25をパソコンに接続してドライブに保存されたデータを
コピーした際、パソコン上にエラーメッセージが表示された際は、Bridge Pelletの
内蔵ハードドライブ（またはSSD）にバッドセクターが存在するということです。
専門復旧会社に依頼して、データを復旧してください。←？

サポートする動画

ビデオ出力
オーディオ出力

バッテリー

電源アダプター
パソコン接続
外付けデバイスを
サポート
OSの互換性
外形寸法
質量
付属品

交換可能なメモリモジュールスロット：1つ（Bridge Memory
Moduleを参照）
サポートしているファイルフォーマットシステム：FAT32 / exFAT
/ UDF / HFS +
2つの着脱可能なBridge Pellet（別途購入）スロット、exFATファ
イルフォーマットをサポート
1つのUSB 3.0ホスト端子を通してUSB外付けドライブを接続可能、
exFATファイルフォーマットをサポート
Playback 2K ： AVCHD / H.264 / MPEG2 （ upto 50Mbps ） / DV /
DVCPRO HD / [ProRes / DNxHD]
Preview（最高）：XAVC / AVC Intra / 4K RAW（DNG）
サポートしているビデオファイル形式：.mxf / .mov / .mp4 /
.mts / .dv /（.avi）
LCDまたはHDMI version 1.4
LPCMオーディオ
内蔵電源：3.7V 13200mAH、Li-Poly充電バッテリー
電源アダプター(6時間)/USBケーブル(12時間)/
車の充電器を介して充電可能
2つのドライブ基準にした１回の充電で3時間の動作が可能
一回の充電で同時に2つの1TBのドライブにバックアップ可能
入力：100〜240V AC 12V / 2A DC
USB3.0：デバイス（5Gbps）
USB 3.0外付けドライブ/ RAID
Windows 8/7 / VISTA（SP 1）/ XP（SP2 or SP 3）
* Windows XP（SP 2、3）は、Microsoftがサポートする
exFATドライバーパッチをインストールする必要があります。
Mac OS X 10.6.6以上、Linux2.4.18以上
176 x 103 x 96（mm）
1.5 kg（Bridge PelletとBridge Memory Module含まず）
NSB-25本体/ AC電源アダプター/マニュアル（英語、韓国）/
保護ラバー/ USB 3.0ケーブル/シガーチャージャーケーブル
/ハンドストラップ

*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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