2014 年 5 月 22 日

Press Release
報道関係各位
MARSHAL 株式会社
代表取締役 三原 修
〒101-0021 東京都千代田区外神田 5-3-6
フィールドスリー外神田ビル

http://www.marshal-no1.jp/

東芝サムスン正規品光学ドライブ採用
CPRM 対応で番組録画可能

USB 外付けポータブル ODD
～Windows8.1 対応～
新発売
MARSHAL 株式会社は、東芝サムスン正規品光学ドライブを採用した USB 外付けポータ
ブル DVD と Blu-ray を新発売します。
CPRM 対応でお気に入りの番組を録画することができます。美しいヘアライン加工が施さ
れた光沢感のあるアルミボディを採用したスタイリッシュデザインで、CD ケースとほぼ同じサ
イズのコンパクト設計なので収納する際にも場所をとりません。
また、USB バスパワー駆動に対応しているので、AC アダプター不要でノート PC と一緒
に持ち運ぶ際にも邪魔になりません。
DVD モデルは、業界最速水準 DVD±R 最大 8 倍速書込みに対応。Blu-ray モデルは、
業界最速水準 BD-R 最大 6 倍速書込みに対応。また、再生・編集・記録等を行える統合ソ
フト（Media Suite Pro）が付属されているので、すぐに使用することが可能です。
販売開始時期

2014 年 5 月下旬より。

型番/JAN コード/価格/
東芝製サムスン製外付け DVD モデル
MAL01-208FBEX
45-82255-11794-9 標準価格 オープンプライス
東芝製サムスン製外付け Blu-ray モデル
MAL02-506BBEX
45-82255-11795-6 標準価格 オープンプライス
読者（ユーザー）様からのお問い合わせ先
MARSHAL 株式会社 kouho@marshal-no1.jp
報道関係様からのお問い合わせ先
担当：MARSHAL 株式会社 広報グループ TEL.03-6803-0948 kouho@marshal-no1.jp
製品画像：http://www.marshal-no1.jp/information/form.html#odd_external

DVD モデル MAL01-208FBEX【主な特長】
■業界最速水準の書込み
DVD±Rを使用した場合、最大 8 倍速の高速書込みが可能です。
容量データでもスピーディーにバックアップすることができます。
※パソコンの設定・環境・メディアによって倍速は異なります。

■USB接続に対応
USB接続に対応したポータブルDVDです。
デスクトップPC・ノートPCを問わず、幅広い環境と用途で使用することができます。

■持ち運びに便利なコンパクトボディ
CD ケースとほぼ同じサイズなので、ノート PC などと一緒に持ち歩く時にも便利です。

■8cmメディアにも対応したトレー式
トレータイプのドライブを採用。12cm はもちろん、8cm メディアでも安心して利用することが
可能です。

製品構成

本体、USB ケーブル、電源ケーブル、取扱説明書・製品保証書
製品仕様・動作環境

対応 OS：Window Vista, Windows7, Windows 8, Windows 8.1
インターフェース：Serial-ATA
対応メディアサイズ：8cm / 12cm
ロードタイプ：トレータイプ
消費電力：DC+ 5V /1,3A
動作温度：-40 to 65（℃）
動作湿度：5 to 95（％）
バッファサイズ：512KB
CPRM 対応
寸法：136mm (W) × 140mm (D) ×20mm (H)
重さ：約 330g（本体のみ）
対応メディア/書込み速度：
DVD±R MAX 8 倍速 / DVD+RW MAX 8 倍速 / DVD-RW MAX 6 倍速 /
DVD-RAM MAX 5 倍速 / DVD+R(片面 2 層) MAX 6 倍速 /
DVD-R(片面 2 層) MAX 6 倍速 / CD-R MAX 24 倍速 / CD-RW MAX 4 倍速
CD-RW(HS)※1 MAX 10 倍速 / CD-RW(US)※2MAX 24 倍速
※1 【HighSpeed】 記録速度は、HighSpeed 対応ドライブと HighSpeed 専用メディアを使用した場合、4 倍速から 12 倍速。
※2 【UltraSpeed】 記録速度は、UltraSpeed 対応ドライブと UltraSpeed 専用メディアを使用した場合、16 倍速から 24 倍速。

製品写真
■筐体画像

■パッケージ画像

Blu-ray モデル MAL02-506BBEX【主な特長】
■業界最速水準の書込み
BD-Rを使用した場合、最大 6 倍速の高速書込みが可能。
大容量データでもスピーディーにバックアップすることができます。
※パソコンの設定・環境・メディアによって倍速は異なります。

■迫力の 3D映像をパソコンで楽しむ
PowerDVD を使用すれば 、最新技術 「TrueTheater 3D」 の搭載により、2D映像から 3D
映像へとコンバートし、リアルタイムで再生することが可能です。
※3D機能をお楽しみいただくには、3D対応のディスプレイ、 グラフィックカード、3D専用メガネ（市販）が別途必
要です。

■ブルーレイ・DVDの再生・編集が可能
作成したオリジナルブルーレイや市販のブルーレイ映画ソフトなどを再生することが可能で
す。また、付属のソフトを使用すればビデオなどの編集をすることもできます。

■再生・編集・記録等を行える統合ソフト付属
統合ソフト Cyber Link 「Media Suite Pro」が付属されているので、すぐに使用することが可
能です。
製品構成

本体、ソフトウェア、USB ケーブル、補助電源ケーブル、取扱説明書・製品保証書
製品仕様・動作環境

対応 OS：Window Vista, Windows7, Windows 8, Windows 8.1
インターフェース：Serial-ATA
対応メディアサイズ：8cm / 12cm
ロードタイプ：トレータイプ
消費電力：DC +5V / 1.3A
動作温度：-40 to 65（℃）
動作湿度：5 to 95（％）
バッファサイズ：4.0MB
CPRM 対応
寸法：136mm (W) × 140mm (D) × 20mm (H)
重さ：約 330g（本体のみ）
対応メディア/書込み速度：
BD-R(1 層/2 層) MAX6 倍速 / BD-R(3 層) MAX4 倍速 /
BD-RE(1 層/2 層/3 層)MAX2 倍速 / DVD±R MAX8 倍速 /
DVD±R(片面 2 層) MAX6 倍速 / DVD+RW MAX8 倍速/ DVD-RW MAX6 倍速 /
DVD-RAM MAX5 倍速 / CD-R MAX24 倍速 / CD-RW MAX4 倍速 /
CD-RW(HS)※1 MAX 10 倍速 / CD-RW(US)※2MAX 24 倍速
※1 【HighSpeed】 記録速度は、HighSpeed 対応ドライブと HighSpeed 専用メディアを使用した場合、4 倍速から 12 倍速。
※2 【UltraSpeed】 記録速度は、UltraSpeed 対応ドライブと UltraSpeed 専用メディアを使用した場合、16 倍速から 24 倍速。

製品写真
■筐体画像

■パッケージ画像
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