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NEXTO VIDEO STORAGE Doc(以降NVS2801)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頂き、その結果と 

内容を確認される事をお勧めいたします。また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。 

  ●製品を火の近くに置かないでください。内蔵された充電バッテリーが爆発する危険が 

あります。 

  ●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。 

  ●安全なデータ管理の為に別のストレージデバイスに定期的にデータのバックアップを 

してください。 

  ●製品は事務用で電磁波適合登録された機器であり業務用として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 VIDEO STORAGE Doc ”, ‟ NVS2801”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どんな権利もないことを明言致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   製品に対するより詳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 

国内営業部 

TEL:044-850-8801  FAX:044-850-8838 

(平日のみ) 

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 

おいてはご了承を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。 

製造国 韓国 

製造者 ㈱NEXTO DI 

 Copyright © 2016 ㈱NEXTO DI 
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 1.製品構成品 

 

   1.1.基本構成品 

       

① NVS2801 製品本体：ハードディスクドライブ（またはSSD）の取り付けを参照（9ページ） 

してください。装着後に使用が可能可能となります。 

  ②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。 

③電源アダプター(１２V ２A)：内蔵バッテリーを充電したり、NVS2801に動作電源を 

                  供給する時に使用します。 

  ④USB 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。 

  ⑤製品取扱説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   0１  製品構成品 

 

  2.各部の名称及び説明 
 

   
 

② DC IN 端子(6~25V, 24W) :  外径 3.5Φ 内径 1.3Φ 

②USB 外付けドライブ専用端子 

③USB カードリーダー機専用端子 

④パソコン端子 

⑤オーディオ端子 

⑥SxSスロット 

⑦LCD液晶画面 

⑧コントロールボタン 

 

⑨ 電源ボタン 

⑩CFast スロット  

⑪SDHC/SDXC カードスロット 

⑫HDDカバー固定ネジ 

⑬HDDカバー 
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3. 製品紹介 
 

 

NEXTO VIDEO STORAGE Doc(以降NVS2801)は下記のように多様な機能を持っています。 

   

3.1. メモリーカードコピー及び検証 

動画データ等が入ったメモリーカードの内容を内蔵した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)とバックアップすることが出来ます。SxSスロットを通し

て, SxSカードだけでなく、メモリーカードアダプター（別売り）を使用すれば、P2/ P2E、XQ

D、CFカードもバックアップが可能です。また、CFastスロットとSDカードスロットを通して、C

FastとSD、SDHC、SDXCカードを直接バックアップすることが可能です。 

USBカードリーダー専用端子やUSB外付けドライブ専用端子を通して、その他メモリーカードや外

付けドライブへのバックアップが可能です。 

詳細のコピー方法は、‟10.メモリーカードを接続する"と"11.メモリーカードのコピーと検証‟ 

の項目を参照してください。(16、17ページ) 

 

3.2. 映像再生 及び写真確認‘ 

NVS2801がサポートするメモリーカード（SxS、P2/ P2E、CFast、XQD、CF、SDHC/ SDXC） 

からバックアップされた動画データの内容を液晶画面で確認することができる動画再生機能が

含まれています。詳細動画/画像を表示する方法は、‟12.動画再生や写真表示機能‟の項目を参

照してください。（20ページ） 

 

3.3. 2つのドライブに同時にバックアップ – “MCOPY” 

   一回の操作で1つのメモリーカードのデータを2つのドライブ（内蔵ドライブと外付けUSB 

ドライブ）に同時にバックアップが可能です。USB外付けドライブの接続方法については、 

‟13.USB外付けドライブを接続する‟の項目を参照していただき、同時コピーの方法は、         

‟14.同時コピー機能‟の項目を参照してください。（24、25ページ） 

 

   3.4. コピーの作成 

内蔵ドライブ（またはSSD）に保存されたすべてのデータをUSB外付けドライブに一度に同期   

（SYNC）することができます。両ドライブのデータを分析して、追加されたフォルダーのみを外付

けUSBドライブにコピーします。USB外付けドライブの接続方法については、“13.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。コピーを作成する方法は、‟15.コピーの作成機能‟の

項目を参照してください。（24、27ページ） 

 

3.5. ユーザーが交換可能な内蔵ストレージ 

内蔵ハードドライブ（またはSSD）をユーザーが直接取り付けたり、交換する事が可能です。 

  NVS2801は、内蔵ストレージデバイスの情報を表示する、自己診断、フォーマットなど、さまざ

  まな機能を提供しています。詳細については、"6.ハードドライブ（またはSSD）の取り付け"と 

"9. 内蔵ハードドライブ（またはSSD）フォーマットする"と"17.ハードドライブ（またはSSD）

の管理"を参照してください。（9、14、32ページ） 
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 3.6. パソコン接続方法 

   USB 3.0 デバ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。パソコンとの 

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。（29ページ） 

 

3.7. 簡単なボタン操作 ‘ 

すべての機能は、2つのボタン（電源（Power）、制御（Control））を使用して簡単に 

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できます。 

電源の入れ方消し方及びボタン操作方法については‟8.基本機能”の項目を参照して 

ください。(11ページ) 

 

3.8. 内蔵バッテリー 

 Li-Po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-Poバッテリーは電源アダプター、またはUSB3.0  

パソコン端子を通して、充電が可能です。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。(10ページ) 

 

      3.9 フォルダー名を変更する 

メモリーカードバックアップ時の日付フォルダー（例：20160301.000）名の代わりに 

A1〜J9でフォルダー名（例：A1160301.000）を設定してバックアップすることができます。 

フォルダー名を変更する設定は‟18.環境設定機能‟を参照してください。（38ページ） 

 

3.10. モーションセンサー 

NVS2801にハードドライブを装着した場合、揺れなどの外部からの衝撃によって 

バッドセクターが発生する場合があります。バッドセクターの発生を最小限に抑えるために 

使用中の揺れを感知して警告します。NVS2801にSSDが内蔵されている場合には、衝撃による  

データの破損が発生しないためこの機能は動作しません。 

モーションセンサーの設定は、‟18.環境設定機能‟で、その項目を参照してください。 

（38ページ） 

 

3.11. 使用履歴（LOGファイル）確認方法 

 XCopy、MCopy、コピーの作成（SYNC）、パソコンの接続などの使用履歴をそのドライブ    

（内蔵ハードドライブ（またはSSD）およびUSB外付けドライブ）にLOGファイルで保存します。  

  LOGファイルを確認する方法は、そのドライブ（内蔵ハードドライブ（またはSSD）およびUSB  

 外付けドライブ）をパソコンに接続して確認することができます。パソコンへの接続方法につい

 ては、‟16.パソコンに接続する‟の項目を参照してください。（29ページ）  

 
 
 
 
 
 
 

 

製品紹介  04 

 

 



 

 
 

3.12. ファームウェアアップデート 
 

NVS2801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。（39ページ） 

 

3.13 言語設定 
NVS2801は多言語をサポートするように設計されています。詳細言語設定方法は 

‟18. 環境設定機能‟でその項目を参照してください。（39ページ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

05   製品紹介 

 

4.記号説明 
  

 

 

 

警告 この表示がある内容 及び指示事項を使用者が無視したり、違反

した場合、重傷を負ったり、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したり、違反

した場合、負傷したり、物質的な損害が発生する事があります。 

 
参考 製品使用する時,知っておけば良い内容や参考機能。 

使用中、有効に使用できる方法などを紹介する時に使用します。 

 

5.安全のための注意事項 

 

 

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頂き、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事前に防止する為に次の注意事項を必ず熟知

してください。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か

ねます。 

 

 

警告 

 

●製品の改造等はお客様の安全と法的な(電磁波認証)問題で禁止します。 

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証期間でも無償

修理が受けれない場合があります。 

●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

がありますので注意してください。 

●車両用シガージャックを通して 25V 以上の電圧が製品に入力されますと、本製品

は損傷を起こす場合があります。 

●本製品内部に異物質,または液体が入った場合、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。 
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警告 
 

●本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により故障の原因になり、

また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

した後は結露に十分ご注意頂き、乾燥後に使用してください。 

●電気的衝撃の危険がありますのでプラグ形状に合った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)以外の電圧で使用 

しないでください。これ以外の電圧で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。本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を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。 

●本製品が水に濡に濡らしたり、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。 

 

 

 

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℃)。また通常、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奥まで安全に挿

してください。 

● 直射日光が射す所や暖房器具など温度が高い所は避けてください。 

特に夏季の自動車に放置しないでください。暑い所に放置する場合、電源が 

切れた状態でもバッテリーが完全に放電することもあります。 

●製品を落としたり、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 

しないようにお願いします。内蔵ハードドライブ故障の原因になります。 
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●本製品の近くに磁石またはCRT TV.モニターやスピーカーなど磁性が強い物を置かな

いでください。故障の原因となる場合があります。 

 
 

警告 
 

●本製品には Li-Po 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繰り返し充電して使用するこ

とが出来ます。また既存の NiCd 及び NiMH 型の充電バッテリーと比較してとても

大きい電力を供給することが可能です。 

●バッテリーの寿命は完全放充電の基準で約 400 回です。バッテリーは消耗品で使用

を重ねると使用時間が短くなります。充電時間と比較して使用時間が短くなった場

合には新しいバッテリーに交換してください。 バッテリーの交換はついては弊社

または販売代理店にお問い合わせください。 
  

 

 

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-Po 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。 

●使用しなくても 3ヶ月に 1回はバッテリーを充電してください。NVS2801-Plus は 

 使用中でない時でも、微細な電流を必要にします。使用しない状態で約 1年が 

 過ぎるとバッテリーが完全に放電されててしまいます。完全放電されたバッテリーは

寿命が縮まりますのでご注意ください。 

●必ず正常作動温度で充電してください。(充電温度 45℃以下).特に夏季の高温 

の車両内など異常な温度での充電は絶対にしないでください。 
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   6. ハードドライブ(またはSSD)装着方法 
 

NVS2801は、ハードディスクドライブ（またはSSD）を直接取り付けることができます。 

データが実際に保存される装置で、必ずノートパソコン用2.5インチSATAハードドライブ（ま

たはSSD）を取り付ける必要があります。ただし、高さが9.5mm以下であるハードディスクドラ

イブ（またはSSD）のみ装着が可能です。 

 

 

 

ハードドライブにゴム製のスペーサーを装着します。 

 

NVS2801の後ろ側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。) 

 

ハードドライブ（またはSSD）のコネクターとNVS2801のコネクタ

ーが接続されるようにハードドライブ（またはSSD）を挿入 

します。この時、ハードドライブを斜めに入れると接続しやすく

なります。コネクターとの接続する際は、しっかり深く押し込ん

でください。 

ハードドライブ（またはSSD）が装着されたら背面のアルミニウム

ケースカバーが固定されるようにネジをしっかり固定してくださ

い。 

 

 

 

09 ハードドライブ(または SSD)装着方法 

 

 

   7.バッテリー充電、及び電源管理 
     

NVS2801の内蔵バッテリーは同梱の電源アダプターまたは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”端子に接続して電源アダプターをAC電源ソケットに 

接続します。充電が始まると製品右側上段の2つのLEDの内、上側の赤色LEDが点灯します。 

充電が終わればLEDは消灯します。 

内蔵バッテリーの充電時間は、電源アダプターでは約５時間、USBケーブルでは約9時間で充電が 

完了します。 

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 

OFFとなります。もしバックアップ中にバッテリーが不足し電源がOFFとなった場合、コピーは完全に 

行われない可能性があります。再度製品に電源を投入した際、表示されるデータコピーの成功/失敗 

の確認を必ず行ってください。 

 

 

 
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ケーブルを介してパソコンと接続している場合は、パソコンからのUSB給電では電力不

足となる場合があります。このときNVS2801は電力が足りない部分をバッテリーでカバー

しますが、バッテリー残量がなくなるとパソコン側の電源容量が不足し不安定になる可能

性があります。長時間接続する場合は付属の電源ACアダプターを接続して使用してくださ

い。 

●内臓バッテリー駆動の場合、液晶画面（LCD）のバッテリー残量ゲージのセル数は常に1つ 

以上を維持するように充電して使用してください。完全に放電されますとバッテリーの 

寿命が短くなります。 

●満充電の状態の内臓バッテリーのみでご使用される場合のご使用時間は、2つのドライブ（外付け及

び内臓）を接続した場合、約2時間のバックアップ機能のご使用が可能です。 

（ただし、動画/写真表示機能を含むその他の機能を使用した場合使用時間は短縮します） 
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8.基本機能 
 

   8.1. 電源 ON/OFF 
   

 

左図のようにNVS2801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秒以上長押ししてくださ

い。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。 

 

製品が正常に点灯したら、左図のように、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。 

バックアップ中または動画の再生中ではない状態で 

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になります。また、液晶画面(LCD)の

右側下段に 電源オフ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ると、手動で製品をオフに

することができます。自動電源オフの時間設定について

は、‟18.環境設定機能‟の項目を参照してください。 

 
参 考 

●右側面の電源ボタンを7秒以上押すと、NVS2801を強制的にオフにすることができます。 

しかし NVS2801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内蔵ハードドライブの 

内容が破損する危険性がありますので、不可避な場合以外にはなるべく使用しないでください。 

 

 

 

 

 

 

 
 

１１  基本機能 

 

 

 

8.2. ボタン操作 

電源(Power)ボタンでNVS2801の電源をオンした後、すべての操作はコントロ－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 動作方法 

(Short Press ボタン) ボタンを軽く短く1回押します。（マウスのクリックに相当） 

(Long Press ボタン) ボタンを１秒以上長く押します。 

▲▼◀▶(上下左右) 

ボタンを望む方向に軽く押すか、または引きます。上下キーの 

場合には、（動画/写真を見る機能など）長く押すか、または 

引けば、入力された方向への連続的な動作をします。 

 

 

 

コントロールボタンが故障時の対処方法 

電源ボタンで動画/写真を見る機能を除いて（コピー、同時コピー、内容の検証機能など）の

すべての機能を使用することができます。コントロールボタンが故障した場合は電源ボタン 

で . 機能を使用してください。 

 
 

8.3.液晶画面(LED)表示 

①電源LED - 赤：電源がオフの状態で充電中である 

ことを表示 
緑：電源が入った状態を表示 

 

②ハード動作LED  

- ハード・ディスク・ドライブが使用中であること 

を示します。 
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8.4. 液晶(LCD)画面 

 

 
 

①内蔵ハードドライブ（またはSSD）残量表示 

電源投入時に自動的に内蔵ハードドライブ（またはSSD）の残量チェックを実行します。 

ハードディスクの情報を確認するには‟17。ハードドライブ（またはSSD）の管理‟ 

を参照してください。（32ページ） 

 

②内蔵バッテリー残量表示/外部電源の接続の表示 

内蔵バッテリー表示は4段階（3間→2間→1間→空白）で区切られており、 

空欄の場合は、赤で表示されます。 

 

 

(3間): 80% ~ 100% 

 
参考 

(2間): 30% ~ 80% 

(1間): 5% ~ 30% ●残量表示欄が下がると満充電されるまで

間が上がりません。 
(0間): 5% 以下 

 

外部電源の接続の表示 

電源アダプタなどの外部電源が接続されると、内蔵バッテリーの表示の左側に丸い形の 

図が表示されます。 

 

③現在状態表示 

画面中央に現在の動作状態を示します。 

 

④ボタン表示 

画面下部に現在の状態で実行可能なコマンドとコマンドを実行できるボタン操作方法が 

表示されます。 
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9. ハードドライブ(またはSSD)フォーマット方法 
 

NVS2801は必ずハードドライブ（またはSSD）を装着する必要があり、NVS2801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、この機器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 

 ●NVS2801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,保存されたデータが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。 

●NVS2801の内蔵ハードドライブ(またはSSD)は全体を一つのパーテーション

 に設定して、パーテーション全体をexFATでフォーマットします。 

  

 

 

NVS2801のメイン画面（XCopy待機）でボタンを短く押して

メニューを選択した後、メニュー画面上のボタンを下に 

動かして‟「ハード管理‟「の項目に移動した後、ボタンを

短く押してください。 

 

ハード管理画面でボタンを下に動かして‟ハード 

フォーマット‟の項目に移動した後、ボタンを短く押して

ください。 

 

フォーマットを実行する前に2回実行確認の表示が出ま

す。この画面は、最初の確認画面です。フォーマットを希

望される場合はボタンを上に動かしてください。 
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この画面は、2番目の確認画面です。 
フォーマットすることを希望する場合、 
ボタンを下に動かしてください 

 

フォーマット中の画面です。 

 

 

フォーマットが完了すると、左図のように 

完了画面が表示され、後に自動的にメイン画面 

（XCopy待機/ MCopy待機）が表示されます。 
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10. メモリーカード接続方法 
 

NVS2801は、メモリーカード（SxS、P2/ P2E、CFast、XQD、CF、SDHC/ SDXC）に基づいて、 

スロットに直接挿入するか、メモリーカードアダプターまたはUSBカードリーダーを使用して、 

さまざまなメモリーカードをバックアップすることができます。メモリーカードのバックアップ

方法は、‟11．メモリーカードのコピーと検証‟の項目を参照してください。（17ページ） 

10.1.スロットに直接メモリーカードの挿入 

 

CFastとSDHC/ SDXCカードは、上部のスロットに直接メモリー 

カードを挿入します。 
 

SxSカードは左側のSxSスロットに直接メモリーカードを挿入 

します。 

 

●メモリーカードを無理に挿入したり、別の方向に挿入すると、接続ピンが 

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た場合、最初に挿入したメモリーカードだ

けを認識します。 

10.2.メモリーカードアダプターを介してメモリーカードを接続する 

 

 

P2/ P2E、XQD、CFカードは、メモリーカード 

アダプターに差し込み後、左側のSxSスロットに 

メモリーカードアダプター（別売）を接続します。 

10.3.USBカードリーダーを通してメモリーカードを接続する 

XQD、CFなどをサポートするUSBカードリーダーは、下部の‟Card Reader‟端子に接続します。 

NVS2801の内蔵バッテリーを介してUSBカードリーダーへ電力を供給しますので、別の外部電源な

しで接続が可能です。USBカードリーダーに1つのメモリーカードがささった状態でのみ認識が可

能です。 
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  11. メモリーカードコピー及び検証 
 

 

NVS2801にメモリーカードを挿入すると、NVS2801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。メモリーカード認識方法は”10. メモリーカードを接

続方法”の項目を参照してください。（16ページ） 

11.1．内容分析 
 

 

 

NVS2801は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て、その内容を確認

し、ハードドライブ（またはSSD）にバックアップされ

た内容と比較します。比較の結果に応じて、次のように

動作します。 

11.2．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ると左図の 

ように画面に3つのコピー機能が表示されます。ボタンを

上下に動かして希望するコピー機能を選択してください。 

 

Fast Copy 

( 迅速にコピー) 

内蔵ハードドライブ(またはSSD)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、内蔵ハード

ドライブ(またはSSD)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) 

内蔵ハードドライブ(またはSSD)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)のバッドセクターをスキャンし、メモリーカード

の内容に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。 

 

  

 

１７  メモリーカードコピー及び検証 

 

  
 

 

(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また挿入されている場合、画面で 

内蔵ハードドライブ(またはSSD)に保存されたフォルダー名が表示されて、3つの機能を選択 

することができます。ボタンを左右［＜-＞］に動かして希望する機能を選択してください。 
 

 

  

検証 

完全に同一の内容のメモリーカードである場合、内蔵ハードドライブ 

(またはSSD)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。 

コピー 
内蔵ハードドライブ（またはSSD）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。 

消去 メモリーカードに保存された内容を消去します。 

 
 

11.3．内容検証 

 

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、内蔵ハードディスクドライブに保存

されたフォルダー名が表示され、2つの内容の検証機能を

選択することができます。ボタンを左右[＜-＞]で動かし

希望する機能を選択してください。 

 

ボタンを短く押すと、内容の検証が行われます。 

ボタンを短く押すと、内容の検証が行われず、 

取り消しになります。 

 

基本検証 

メモリーカードに入っているファイルと内蔵ハードドライブ（またはSSD）に 

含まれている各ファイル各ファイルの前の方1MBだけ比較します。 

※全体内容の比較は行いません。 

全体検証 
メモリーカードに入っているファイルと内蔵ハードドライブ（またはSSD）に 

含まれている各ファイルの内容全体を比較します。 
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11.4.動作状態表示 
 

①現在までコピーされたファイル数 

②現在までコピーされた容量 

③現在まで進行した時間 

 

 

11.5.完了状態表示 
 

（1）総コピーファイル数 

（2）総コピー容量 

（3）コピー速度（MB/s）： 

総コピー容量を合計コピー時間で割った値 

  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取り出すと、再びメイン画面

（XCopy待機/ MCopy待機）に戻り、メモリーカードを取り出さない限り自動電源オフ 

機能で設定した時間（例：50秒）が経過した後に自動的に電源はオフになります。 

●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名は‟16.パソコンに接続す

る‟の項目を参照してください。（29ページ） 

11.6.バックアップ成功可否確認 

バックアップ（XCopy/ MCopy）または検証（Verify）が完了した後、自動電源オフ機能で

設定した時間（例：50秒）が経過し、自動的に電源がオフになった場合、またはバックア

ップ中にエラーとなり、電源がオフになった場合など、直前のバックアップ操作が成功し

たかどうかが分かりません。このような場合、NVS2801は電源投入時に以前のバックアッ

プが成功したのかそれとも失敗したのか、次の図のように表示してくれます。 

前の操作が成功した状態のときにはボタンを短く押していただければ、メイン画面（XCopy

/ MCopy待機）に移動し、ボタンを長押ししていただければ動画を見る画面に移動します。

前の操作が失敗した状態のときにボタンを上に一度あげてください。 

[以前作業が失敗した状態] [以前作業が成功した状態] 
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12. 映像再生、及び 写真確認機能 
 

NVS2801のフォルダー検索機能で内蔵ハードドライブ(またはSSD)の内容をバックアップし

た内容をフォルダー単位で確認が可能です。 
 

12.1. バックアップしたフォルダー目録一覧 

 

 

メイン画面（XCopy/ MCopy Ready）状態で 

ボタンを短く押してメニュー画面に移動後、 

‟映像確認‟メニューでボタンを短く押してく

ださい。 

バックアップされたフォルダーの一覧を確認

する際は、ストレージデバイス（内蔵ドライ

ブまたは外付けストレージデバイス）を上下

ボタンを[↕]に動かし、選択した後にボタンを

短く押してください。 

ハードドライブ（またはSSD）にバックアップ

されたすべての内容がフォルダー単位で表示

がされます。フォルダーの表示順は、降順で

最新の日付から始まり、日付が同じ場合、拡

張子が大きい順から表示されます。希望する

バックアップフォルダーを選択してくださ

い。 

 

バックアップされた内容が、左図のように表

示されます。選択されたフォルダーの情報と

メニューが表示されます。ボタンを上下[↕]に

動かし動作を希望するメニューを選択し、ボ

タンを短く押してください。 
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12.2. 映像再生 

 
 

 

 

‟映像表示‟を選択すると左側の写真と同じ保存され

た動画ファイルがクリップ形式で表示されます。再

生をサポートされている動画のみクリップが表示さ

れ、サポートされていない形式の動画ファイルは、

X表で表示されます。ここでボタンを上下左右に移

動して再生したい動画クリップを選択し、ボタンを

短く押してください。 

 

 

左図のように選択した動画が再生されます。 

この時、オーディオ端子にイヤホンを接続すると、

サポートしているオーディオに基づいて聴取が可能

です。コントロールボタンを短く[S]押すと、再生/

一時停止が選択されて左右[↔]に動かすと動画の 

再生速度が調節され、上下[↕]に動かすと、 

オーディオの音量が調節されます。 

 
①現在再生中の速度 

②再生時間 

③全体時間対比進行時間比率 

④映像再生画面 

⑤オーディオバー 

⑥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でご確認いただけます。 

●再生スピードはについてS(Slow) / 1 / 2 / 4 / 8 / 16 / 32倍速再生が可能です 
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15. 特定フォルダー送信 - Export Folder 
 

12.3. 写真確認 

 

 

‟写真表示”を選択すると、左図のように保存さ

れた画像ファイルがクリップ形式で表示されま

す。サポート可能な画像のみ表示がされ、 
サポートされていない形式の画像ファイルは、

Xで表示されます。ここでボタンを上下左右に

移動して、写真クリップを選択し、ボタンを 
短く押してください。 

 
左図のように選択した画像が表示され、ボタン

を短く[S]を押して、スライドショーを選択する

か、左右[↔]に動かしてスライドショーの速度

を調節することができます。 
① 拡張子 
② 実際の写真の解像度 
③ 写真表示画面 

④ 選択可能なキーを表示 

 

 
 

12.4. 現在のフォルダー消去 

 

 

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。ボタンを上下

[↕]で動かして‟現在のフォルダーの削除‟メニュ

ーに移動した後にボタンを短く[S]押してくださ

い。 
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12.5.外部記憶装置の動画再生 

外付けUSBドライブ、メモリーカード（SxS、P2/ P2E、CFast、XQD、CF、SDHC/ SDXC）に

保存された動画の再生をサポートします。USB外付けドライブの接続とメモリーカードの

接続方法については、"10. メモリーカードを接続する"と"13. 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。（16、24ページ） 

 

 

外部記憶装置を接続するようにメッセージが表示さ

れます。このときの動画を再生したいUSB外付けド

ライブ接続したり、メモリーカードを直接スロット

に挿入、またはメモリーカードアダプター/ USBカ

ードリーダーを接続します。 

(1)メモリーカードを接続する場合 

SxS、P2/ P2E、CFast、XQD、CF、SDHC/ SDXC 

などのメモリーカードを接続しかつメモリーカ 

ードに動画を見ることが可能なデータが存在す 

る場合は、動画クリップ表示機能を使用する事 

がきます。 

(2) USB外付ドライブを接続する場合 

USB外付けドライブを接続している場合

は、そのドライブが正常に認識された後に

バックアップされたすべての内容がフォル

ダー単位で表示がされます。以降の動作

は、内蔵ハードディスクドライブ（または

SSD）のフォルダーの検索機能と同じで

す。 

 

フォルダーの検索機能では、ボタンを長押しし

てください。USB外付けドライブを取り外すよ

うに指示メッセージが表示され、USB外付けド

ライブやUSBケーブルを取り外してください。 

USB外付けドライブの接続が解除された後、再

びメニュー画面に戻ります。 
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13. USB 外付けドライブ接続方法 
       

NVS2801は"Ext.HDD"端子を介して、USB外付けドライブとの接続が可能です。外付けUSB 

ドライブが認識されると、同時コピーとコピーの作成（SYNC）機能を使用することができ

ます。USB外付けハードドライブを接続するためには必ずDC_IN端子を通して外部電源が 

供給される必要があります。"XCopy待機"状態または電源が切れた状態で、下の図のよう

にNVS2801の"Ext.HDD"端子にUSB外付けドライブを接続し電源を入れると、NVS2801は接続

されたUSB外付けドライブを自動的に認識します。 

NVS2801にUSBケーブルの大きい方（USB3.0 Standard-A）を接続し、小さい方（USB3.0 mic

ro-B）を外付けUSBドライブに接続します。 

 

 
参 考 

●4Kセクター（4096 byte）サイズの3.5インチ外付けUSBドライブなどのUSB外付け 

ドライブとの接続をサポートします。 

●USB外付けハードドライブを接続するためには必ずDC_IN端子を介して外部電源が供給 

する必要があります。 
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  NVS2801の同時コピー機能は、一回の操作で同時に2つの記憶装置（内蔵ハードディスク 

ドライブ（またはSSD）とUSB外付けドライブ）に、メモリーカードの内容をバックアップする 

ことができる機能です。NVS2801とUSB外付けドライブを接続する方法の詳細については、 

‟13.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。（24ページ） 

 
  

14.1. USB 外付けドライブ認識 

 

NVS2801と外付けUSBドライブが正常に接続されると、左図

のように2つの機能を選択することができます。 

ボタンを上下[↕]で動かしたい機能を選択してください。 

  

同時コピー/同期化 
メイン画面が‟MCopy‟待機‟状態に表示がされ、同時コピー(MCopy）ま

たはコピーを作成する(SYNC)機能を使用して行うことができます。 

USBでコピー 
ハードドライブ（またはSSD）に新しいフォルダーを作成した後、USB

外付けドライブに保存された内容をコピーします。 

14.2. 同時コピー MCopy 
 

 

 

同時コピーモードでのメモリーカードのバックアップ方法

は、‟XCopy待機‟状態と同じです。また‟MCopy待機‟状態で

ボタンを短く押すと、メニュー画面に移動します。メニュ

ー画面の機能は、同時コピーモードでも使用することがで

きます。各メニューの機能の使用方法については、各項目

ごとに参照してください。 

 

 

メモリーカードが挿入されると、左図のように3つの同時 

コピー機能が表示されます。ボタンを上下[↕]で動かした

いの同時コピー機能を選択してください。 

 

ボタンを短く押すと、同時コピーが行われます。 

ボタンを1秒以上長押しすると、コピーせずに 

キャンセルされます。 
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迅速にコピー 

内蔵ハードドライブ（またはSSD）とUSB外付けドライブにそれぞれ新しい

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バックアップ 

します。 

コピー＆検証 

メモリーカードの内容を迅速にコピーした後、内蔵ハードディスク 

ドライブ（またはSSD）とUSB外付けドライブ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相互に比較して検証します。 

安全コピー 

内蔵ハードドライブ（またはSSD）とUSB外付けドライブに新しい 

フォルダーを作成した後、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。 
  

 

同時コピー中USB外付けドライブやメモリーカードを 

取り外さないでください。 

安全コピーの場合にのみ、同時に内蔵ハードディスク

ドライブ（またはSSD）とUSB外付けドライブのバッド

セクターをスキャンします。 

 

並列方式で同時コピーするための単一のコピー速度と

ほぼ同じ時間がかかります。 

同時コピーが完了しました。挿入されたメモリーカー
ドを取り外すと、再び同時コピー画面（MCopy待機）に
戻り、メモリーカードを取り外さない場合、自動電源
オフ機能で設定した時間（例：50秒）が経過した後に
自動的に電源がオフになります。バックアップされた
データの保存場所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。（30ページ） 

バックアップ中に、メモリーカードや内蔵ハード 

ディスクドライブ（またはSSD）とUSB外付けドライブ

に問題が生じると、エラーメッセージが表示された

後、NVS2801が自動的にオフになります。バックアップ

後にNVS2801が自動的にオフになっている場合、直前の

のバックアップ動作が成功したかどうかが分かりませ

ん。このような場合NVS2801は、電源投入時に、以前の

コピーが成功したのか失敗したのか、左図のように表

示します。 
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 15. コピー作成機能  
 

NVS2801は内蔵ハードドライブ（またはSSD）に保存されたすべてのデータをUSB外付けドラ

イブに同期（SYNC）することができるコピーの作成機能をサポートします。コピーの作成

機能は、一度の作業で、他の外付けドライブに2次バックアップコピーを作成ことで、より

安全にデータを管理することができます。 

 

 

 

メイン画面（XCopy/ MCopy待機）でコピーの 

作成機能を使用することができます。NVS2801のメ

ニュー画面でコントロールボタンを上下[↕]に 

動かし、「コピーの作成」の位置に移動した後に

ボタンを短く[S]押してください。 

 

（1）‟XCopy待機‟ 画面でコピー作成機能を選択した場合 

 

USB外付けドライブを接続します。詳細接続方法は 

‟13.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。（24ページ） 

 

USB外付けドライブが正常に認識されると、左図の 

ようにUSB外付けドライブの情報を表示し、コピーを作

成する機能を選択する画面に切り替えます。 

（2）‟MCopy待機‟ 画面でコピーの作成機能を選択した場合 
 

‟MCopy待機”状態は、すでに外付けUSBドライブが接続された状態なので、 

すぐに次のような画面に切り替えます。 

 

 

 
 

    2７ コピー作成機能 

 

 

(３)コピー作成 

 

 

接続したUSB外付けドライブに問題がなければ、左図のように2

つのコピーを作成する機能が表示されます。ボタンを上下[↕]で

動かしコピーの作成機能を選択してください。 

ボタンを短く押すと、同時コピーが行われます。 

ボタンを1秒以上長押しすると、コピーせずに 

キャンセルされます。 

  

迅速にコピー 
USB外付けドライブに新しいフォルダーを作成した後、内蔵ハードディスク 

ドライブ（またはSSD）の内容をバックアップします 

安全コピー 
USB外付けドライブのバッドセクターをスキャンし、内蔵ハードドライブ（また

はSSD）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。 
 

 

 

バックアップフォルダー単位でUSB外付けドライブの内容を比較 

しながらコピーの作成機能を実行します。コピーの作成機能は、 

NVS2801の内蔵ハードディスクにバックアップされた内容のうち、

NVS2801にあって、USB外付けドライブにはないバックアップフォ

ルダーだけをUSB外付けドライブにコピーします。 

 

コピーの作成中にUSB外付けドライブとの通信が切れるなどコピー

が失敗した場合、NVS2801はエラーメッセージを表示し、自動的に 

電源が切れます。バックアップ後にNVS2801が自動的にオフに 

なっている場合、直前のバックアップ操作が成功したかどうかが

分かりません。このような場合、NVS2801は、電源を入れたとき、

以前のコピーが成功したのか、失敗したのかを左図のように表示

さます。  

メイン画面に移動しようとする場合は、コントロールボタンを上に上げるか、もしくはそのままにしてお

くと、数秒後に自動的にメイン画面に移動します。 

 

参 考 
 

 

●コピーの作成中にUSB外付けドライブとの通信が切れる等、コピーが失敗になるとNVS2801は、エラー 

メッセージを表示し、自動的に消灯します。 

●コピーの作成が完了した後、操作をしないと自動的に電源が切れます。 

●自動的に電源がオフになっている場合、直前の操作が成功したかどうかを知ることができません。 

NVS2801は、電源を入れたときに、直前のコピーが成功したかそうではないかを表示します。 
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16.パソコン接続方法 
     

NVS2801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 

● NVS2801は内蔵ハードドライブ（またはSSD）をexFATファイルシステムでフォーマット 

するためWindows10/8/7/ VISTA（Service Pack1）、MAC OS10.6.6以上、Linux2.4.18以降 

では、別のドライバをインストールしなくても、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NVS2801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。 

● NVS2801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 NVS2801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.  NVS2801をパソコンに接続する 
 

NVS2801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。 

NVS2801の電源を入れ,メイン画面（XCopy/MCopy Ready）が出てきた状態で、下の図のようにUSB

3.0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、下図のように、液晶画面（LCD）に 

‟PC Connection‟というメッセージが表示されます。 
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  16.2. パソコンで確認 

 
● NVS2801に内蔵されたハードディスクドライブ（または
SSD）は、基本的には‟NvsDoc‟と‟NvsLog‟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‟NvsDoc"サブフォルダーに保存され、NV
S2801の使用履歴を確認することができるLOGファイルを
‟NvsLog"サブフォルダーに保存されます。 

●メモリーカードをバックアップする場合、バックアップ
されたデータは‟NvsDoc‟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。例えば20160301.0
00.123456というフォルダーは2016年3月1日に生成され
たファイルが属しているという意味です。メモリーカー
ドをバックアップする際に内蔵ハードディスクドライブ
（またはSSD）にフォルダー名で同じ日付が存在すると0
01、002の形で後ろに三桁の数字のカウントが増加さ
れ、フォルダーが作成されます。  

●日付ベースの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
が生成されます。  

●NVS2801は1つのメモリーカードバックアップごとに、 
日付ベースのフォルダーを自動的に作成します。そし
て、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。 

●アップデートなどの使用履歴を確認することができる 
LOGファイルは、NVS2801のNvsLogサブフォルダーに保存
されます。  

●「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為、
削除することをお勧めします。詳細については、‟18。
環境設定機能‟でTMPを削除する機能の項目を参照してく
ださい。 （36ページ） 
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16.3.パソコンの接続を解除 

（1）Windowsの場合、パソコンで右下のトレイの[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを 

クリックして、USB3.0ケーブルを取り外します。 

 

（2）Mac OS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 

取り外します。 
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17. ハードドライブ（またはSSD）管理 
 

NVS2801にはUSB外付けハードドライブ（またはSSD）を管理する機能があります。 

 

 

NVS2801のメニュー画面でコントロールボタンを

上下[↕]に動かし‟ハード管理‟の位置に移動した

後にボタンを短く[S]押してください。 

‟ハード管理‟のサブメニューが表示されます。 

コントロールボタンを上下[↕]で確認したい 

メニューに移動した後にボタンを短く[S]押して

ください。 

 

17.1. ハード情報 

 

‟ハード管理‟のサブメニューから‟ハード情報‟を

選択すると、左図のように内蔵ハードドライブ

（またはSSD）の容量情報を表示します。 
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17.2. 自己診断 
選択したドライブに異常がないか自己診断テストを行うことができます。この機能は、 

ドライブにエラーが無いかどうかを確認することが可能です。異常が発見された場合、 

他のハードドライブへ交換しデータのバックアップをして下さい。 

また必要に応じて専門家に相談等の依頼をお願いします。 
 

 

‟ハード管理‟のサブメニューから‟自己診断‟を選択 

すると、左図のように2つの検査方法を表示します。 

コントロールボタンを上下[↕]で動かしたい検査方法に 

移動した後ボタンを短く[S]押してください。 

 

(1) 迅速な検査 
 

 

 

ハードドライブが提供する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ボタンを短く[S]

押してください。 

(SSDはクイックスキャンをサポートしていません。) 

 

迅速な検査中です。 
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迅速な検査を実行結果異常がありません。 

コントロールボタンを長く[L]押してください。 

 

 

迅速な検査の結果、問題が発生しました。 

このドライブをバックアップの目的で使用せず 

再度パソコンに接続し検査をして下さい。 

必要に応じて専門家に相談の依頼してください。 

   

 

注 意 

 

●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 NVS2801 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されないようにご注意 

ください。 

●電源アダプターを接続した状態でクイックスキャン機能を使用してくださ

い。 
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  (２)全体検査  
   

 

 

全体的なバッドセクターの有無を検査する機能です。 

数時間かかります。検査をしたい場合はボタンを 

短く[S]押してください。 

 

 

 

全体検査中です。 

 

全体検査実行結果、異常なしでした。 

ボタンを長押し[L]してください。 

 

 

全体検査の結果、問題が発生しました。該当ドライブ

をバックアップの目的で使用しないで下さい。 

パソコンに接続して再検査したり、専門家に相談の依

頼してください。 

 

 ３５  ハードドライブ(またはSSD)管理 

 

 
 

 

注 意 

 ●スキャンが完了したら、3秒ごとにブザー音が発生され、 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NVS2801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され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。 
 

 
 

 

17.3. TMP 消去 

 

 
 

‟ハード管理‟のサブメニューから‟TMPフォルダー‟

を選択すると、左図のようにTMPフォルダーの数と 

TMPフォルダーの削除機能が有効になります。 

コントロールボタンを短く[S]押してください。 

 

TMPフォルダーの削除が完了しました。 

コントロールボタンを短く[S]押してください。 

  

 
参 考 

●TMPフォルダーの中に存在するファイルは正常的なファイルではありません。 
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  18．環境設定機能 
 
 

 

NVS2801のメニュー画面でコントロールボタンを

上下[↕]に動かし、「環境設定」メニューに移動

した後にボタンを短く[S]押してください。 

18.1. 自動電源Off設定 - Auto Power Off 

 

 
 

電源がはいっている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。 

ボタンを短く[S]を押すたびに、自動電源オフの

状態が"15"、"30"、"40"、"50"、"60"、"90"秒

（sec）で繰り返されます。 

18.2.  ブザー音設定- Buzzer 

 

 

操作時及びバックアップ成功/失敗などの各種動

作状態を知らせるブザー音の設定です。ボタン

を短く[S]を押すたびに音の設定状態が「オン」

と「オフ」に繰り返されます。出荷時はブザー

音の設定機能が「オン」の状態です。 
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18.3. フォルダー名変更設定 

 

 

バックアップ後、基本的に最上位のフォルダー名

は、日付フォルダー（20160517.000.123456）の形

で作られます。フォルダー名変更をオンにすると、

日付フォルダーから前の2桁をA1〜J9まで変更する

ことができます。 

 

 

 

 

 

フォルダー名を変更する機能が「オン」の場合、左

図のようにメモリーカードの内容をバックアップす

る前に、フォルダー名を選択することができます。 

 

18.4. モーションセンサー 

NVS2801にハードドライブが内蔵されている場合、衝撃や揺れ等が原因でバッドセクターが

発生することがあります。バッドセクターの発生を最小限に抑えるためNVS2801使用中に揺

れを感知して警告してくれます。メニュー画面でコントロールボタンを上下[↕]に動かし、

環境設定（Setup）に移動した後、ボタンを短く[S]押します。‟モーションセンサー‟ 

メニューに移動し、ボタンを短く[S]押します。ボタンを短く[S]を押すたびに、モーション 

センサーの設定状態が‟Hi（高）‟、‟Lo（低）"、‟オフ‟ 状態を繰り返すことになります。 

（SSDの場合には、この機能は無効になります。） 
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18.5. 言語設定(Language) 
 

 

 

メニュー画面で‟言語の選択(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。 

 

 

コントロールボタンを上下左右に動かして、その言語

に移動し、ボタンを短く[S]押すと、選択した言語に

変更されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.6.ファームウェアのアップデート 
 

 

 

NVS2801のファームウェアのアップデートは最新ファ

ームウェアがダウロードされたメモリーカード（CFas

t/ SD）や内蔵ハードドライブ（またはSSD）で行いま

す。コントロールボタンを上下[↕]に動かし希望する 

メニューに移動した後にボタンを短く[S]押してくだ

さい。 
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ファームウェアファイルが正常に確認された。ボタン

を短く[S]クリックすると、ファームウェアのアップ

デートが行われます。 

 

ファームウェアの更新中です。 

左図のように、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

電源がオフになることがあります。この場合は、正し

くアップデートできませんので、更新中は電源がオフ

になら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ました。しばらくして

NVS2801の電源が自動的にオフになります。以後、電

源をオンにしたらNVS2801は、新しく更新された 

ファームウェアで動作するようになります。 

 

 

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、左図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、

最初からやり直してみてください。 
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  19. 困ったときには 
 

19.1. 電源がオフにならない場合 

NVS2801動作中に誤動作が原因で製品の電源が切れない場合は、右側の側面にある電源

ボタンを7秒間長押しすると、自動的に消灯します。しかし、NVS2801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、内蔵ハードディスクドライブ（またはSS

D）の内容が消失することがありますので、やむを得ない場合を除き、なるべく使用し

ないでください。 

 

19.2. コントロールボタンが壊れた場合 

コントロールボタンが壊れたら上/下/左/右の選択が必要なメニュー機能の使用はでき

ません。ただし、この場合にも、右側面の電源ボタンを使用して、メモリーカードにコ

ピーはできます。 NVS2801のコピーおよび検証機能は、上/下/左/右ボタンなしで実行

できるように設計されており、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できます。 

 

19.3. 電源が入らない場合 

内蔵バッテリーの容量がなくなりますと電源が入りません。その場合、電源アダプター

を接続した状態で、電源ボタンを2秒以上押してください。 

 

19.4. 同時にメモリーカード複数を挿入する場合 

最初に認識したメモリーカードのみ認識しコピーを実行します。自動的に次のメモリー

カードにはコピーは行われません。再度挿入し直してから実行してください。 

 

19.5.  NVS2801の内蔵ハードドライブ（またはSSD）に保存されたデータを 

パソコンにバックアップするときにエラーが発生した場合 

NVS2801をパソコンに接続して、内蔵ハードドライブ（またはSSD）に保存されたデータ

をパソコンにコピーするときに、パソコンにエラーメッセージが表示される場合、内蔵

ハードディスクドライブ（またはSSD）にバッドセクターが存在する可能性がありま

す。データを復旧する場合は専門会社に依頼して、データを復元してください。 

 

 

4１  問題解決 

 

 

   20.製品規格 
 

機器名称 NEXTO VIDEO STORAGE Doc+ 

モデルタイプ NVS2801-Plus 

LCD画面 2.4" Color TFT LCD : 320*240, 64K color 

対応メモリーカー

ド 

スロット内蔵：SxS（Pro/ Pro+/-1）、CFast（1.1＆2.0）、 

SD（UHS対応するSDHC/ SDXC） 

バックアップ 

ストレージ 

内蔵ドライブ：厚さが9.5mm以下である 

2.5インチSATAハードドライブ(またはSSD) 

ファイルシステム 
メモリーカード：FAT16/32、exFAT、UDF、HFS+ 

内蔵ドライブ：exFAT 

ビデオフォーマット

（プレビュー） 

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 

内蔵バッテリー 

3.7V4400mAH、Li-Poly充電バッテリー 

満充電使用時間：120分 

AC電源アダプター（5時間）、USBケーブル（9時間） 

で充電可能 

パソコン接続 USB 3.0 : 5Gbit/sec 

OSの互換性 

Windows XP/ VISTA/7/8/10 

(Windows XP（SP2、3）は、MicrosoftがサポートするexFAT

ドライバパッチをインストールする必要があります。) 

MAC OS10.6.5以上、Linux2.4.18以上 

電源 

定格電圧/電流：DC 12V / 2A 

動作電圧範囲：DC 6〜25V 外径 3.5Φ内径 1.3Φ 
USB ケーブルを通してコンピュータに接続し、USB 電源

で充電が可能 
外形寸法 154 x 91 x 33 (mm)  

質量 430g  (ハードドライブを含む) 

付属品 
NVS2801本体/ AC電源アダプター/ USB3.0ケーブル/  

D-Tapケーブル/保護ラバー/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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