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A Dock&Done対応ストレージ（S-DVD-100）
本製品は、Dock&Done2.0に対応しています。
Dock&Done対応デジタルカメラを接続し、簡単操作で画像ファイル
を保存および再生します。また、対応デジタルカメラを充電することが
できます。

B Dock&Done対応デジタルカメラ
Dock&Done対応ストレージと組み合わせることにより、クレードル
にセットするだけでデータの保存および再生や、バッテリーの充電を簡
単操作でおこなう事ができます。

 ご注意

C Dock&Done対応デジタルフォトプリンタ
Dock&Done対応ストレージと専用ケーブルで接続することにより、
デジタルカメラのデータ保存と予約プリントの印刷を簡単操作でおこ
なえます。

 パソコン
Dock&Done対応ストレージをお使いのパソコンに接続し、画像の整
理や編集、パソコンへデータをコピーしたりと、画像データを管理でき
ます。

 テレビ
Dock&Done対応デジタルカメラの液晶モニタの代わりに、クレード
ルとお使いのテレビをAVケーブルで接続し、カメラやストレージ内の
画像をテレビに表示することができます。

箱の中身を確認する

ACアダプタ 電源コード

USBケーブル ・ CD-ROM 
（OLYMPUS Master、
B's CLiP6）
・ 取扱説明書

・ クイックスタートガイド
（本書）
・ 保証書
・ 粘着シート

デジタルカメラの登場によって、膨大に増え続ける写真。
いま、写真はそのカタチのみならず、価値さえ変わろうとしているのかもし
れません。新たな魅力に満ちたシャシンと、もっと豊かに暮らすために、オリ
ンパスから提案するのがDock&Doneです。

（ドックアンドダン）とは
例えばデジタルカメラをクレードルにセットし、簡単操作で撮影画像の保
存、予約プリントの印刷、デジタルカメラの電池を充電。そのような、パーソ
ナル・イメージングに関わる一連のプロセスを、トータルで実現するのが
Dock&Doneです。

パソコンで画
像編集やアル
バムを作成
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ご愛用者登録のお願い
ご愛用者登録をいただきますと、製品に関する重要な情報をお知らせするこ
とができます。同梱のCD-ROMからOLYMPUS Masterをインストール
していただき、再起動時に表示されるユーザー登録の画面からご登録いただ
けます。

本体

はじまる。新しいシャシンと暮らす生活。
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粘着シートの取り付けについて
付属の粘着シートをクレードル底面に貼ることにより、デジタルカメラ着脱
時のがたつきをおさえることができます。
ホコリ等で粘着力がなくなった場合は、粘着シートをクレードルからはがし
て水洗いしてください。

 モードとPCモード
本製品は、Dock&DoneモードとPCモードによって動作します。

 （ドックアンドダン）モード
本製品とDock＆Done対応をするデジタルカメラ（IR-300など）やプリン
タ(P-S100など)を組み合わせると、パソコンを使わずに簡単に写真の保
存やプリントなどができます。
本製品にDock＆Done対応デジタルカメラのクレードルをセットしてお
くと・・・
• デジタルカメラと簡単接続 !：
カメラをクレードルに置くだけでカメラとストレージが接続されるため、
ケーブルでいちいち接続する必要がありません。カメラの充電もおこな
えます。

• 置くだけで撮った写真を自動保存 !：
カメラをクレードルに置くだけで、記録型DVDまたはCD* に自動的に
写真を保存します。意識することなく毎日の写真が貯まっていきます。
新しく撮影された画像ファイルのみ保存するので、古い画像が重複して
保存されることがありません。

• お友達に渡せるディスクが簡単に作れます !：
カメラを「ディスク作成」に設定してクレードルに置くと、カメラのす
べての写真をCD-Rディスクなどにコピーして自動的にファイナライズ。
ほとんどのパソコン用CD/DVD ドライブで読める互換性の高いディス
クとなるので、お友達にも安心して渡せます。

• 写真のプリントが簡単にできます !：
Dock&Done 対応のプリンタをお持ちの場合、プリント予約設定された
デジタルカメラの画像ファイルをワンタッチでプリントすることができ
ます。

• ディスクに保存した写真も再生できます !：
ディスクに保存した画像を、Dock&Done 対応デジタルカメラの液晶モ
ニタで表示できます。
カレンダー表示できるので大量の写真から目的の写真をすぐに探せます。
カメラのAV出力をテレビにつないで、大画面で写真を楽しむこともで
きます。

PCモード
パソコンに接続すると、本製品を外部接続CD/DVDドライブとして使用で
きます。本製品は、記録型DVDおよびCD*の読み書き、およびDVD-ROM/
CD-ROMの読み出しに対応しています。
• OLYMPUS Master による画像ファイルの管理：
本製品をパソコンに接続した場合、付属のOLYMPUS Master と B's 
CLiP6をパソコンにインストールして使用すると、Dock&Done で保
存したディスク内の大量の画像ファイルを、カレンダー機能などを使っ
て便利に管理・編集することができます。

• PCからの認識：
本製品をパソコンに接続した場合、本製品および本製品に接続されてい
るプリンタ、デジタルカメラをパソコンから使用することができます。

* DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW/CD-R/CD-RW

 ご注意

Dock&Doneモードで使用する

あらかじめデジタルカメラで撮影したり、プリント予約をしてください。
デジタルカメラの詳しい使用方法は、デジタルカメラの取扱説明書をご覧く
ださい。

Dock&Doneモードの準備をする
 ご注意

以下はデジタルカメラ(IR-300)とプリンタ(P-S100)を接続する例であ
り、カメラによっては、カメラやクレードルの形状が異なっていたり、液晶表
示や機能が異なる場合があります。

 PUSHボタンを押してドッキングコネクタカバーを開き、
Dock&Done対応デジタルカメラのクレードルを本製品に接
続します。

 ACアダプタ、電源コードを本製品に接続してください。
Dock&Done対応プリンタをお持ちの場合は、プリンタと本製品を専
用の接続ケーブルで接続してください。

 Dock&Doneモード/PCモード切り替えスイッチを 
「QDOCK」に切り替えます。

 ご注意

•

A 
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•



保存→新規全コマプリント : 新規に撮影された画像ファイルを保存・
プリントします。

保存→Q予約プリント : 新規に撮影された画像ファイルを保存
し、その後プリント予約されている画像
をプリントします。

保存 : 新規に撮影された画像ファイルの保存
のみをおこないます。

保存→選択プリント : 新規に撮影された画像ファイルを保存
し、プリントの設定画面になります。

新規全コマプリント : 新規に撮影された画像ファイルをプリ
ントします。

Q予約プリント : プリント予約されている画像をプリン 
トします。

選択プリント : プリントの設定画面になります。
終了 : 画像ファイルの保存・プリントをおこ

なわずにDock&Doneモードを終了
し、通常再生モードに戻ります。

ディスクに画像をコピーする（ディスク作成）

 ACアダプタ、電源コードを本製品と接続して、USBケーブル
で本製品とパソコンを接続します。

 Dock&Doneモード/PCモード切り替えスイッチを「PC」に
切替えて、パワースイッチをONにします。

本製品をパソコンに接続して、パソコンの画像をディスクに保存する、ま
たはディスクの画像ファイルを閲覧・編集・印刷・管理する場合は、付属の
OLYMPUS Masterを使用してください。OLYMPUS Masterの操作に
ついての詳細は、OLYMPUS Masterのヘルプまたはオンラインマニュア
ルをご覧ください。

 ご注意

·

·

9ボタン

acボタン

プリンタをお持ちの場合、
プリンタの電源を入れてお
いてください。

自動保存および再生とプリントをおこなう

 パワースイッチをONにします。
パワーランプ（緑）が点灯し、QDOCK側のランプ（緑）が点灯している
ことを確認してください。

 デジタルカメラを操作して希望する保存設定を選びます。

1) ブランクディスクの場合は、フォーマットするかプリントのみおこなう
かを選択します。
フォーマットする場合は、aボタンで「ディスクフォーマット」を選択
して9ボタンを押します。「実行」、「中止」を選ぶ画面が表示されたら、
「実行」を選んで9ボタンを押すと、フォーマットが始まります（ディス
クの種類によってはフォーマットに時間がかかります）。
プリントのみおこなう場合は、「保存しない」を選択して9ボタンを押
します。
ディスクがセットされていない場合や、非対応ディスクまたは非対応
フォーマットのディスクがセットされている場合は、メッセージが3秒
間表示されてから、Dock&Doneメニュー画面が表示されます。この
場合、保存することはできませんが、プリントはできます。

2) デジタルカメラのa、cボタンを押して、希望する保存設定を選びま
す。Dock&Doneメニュー画面に表示される項目は、デジタルカメラ
の機種や設定、予約状況によって異なります。
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 補足

·

·

·

e デジタルカメラを操作して自動保存した画像ファイルを再生し
ます
デジタルカメラをクレードルに取り付けたまま、再度電源をON にし
て、デジタルカメラのメニューから「ストレージ再生」を選択すると、
ディスクの内容をデジタルカメラの液晶モニタで表示できます。スト
レージ再生の操作については、デジタルカメラの取扱説明書をご覧くだ
さい。
ストレージ再生時にできる操作は、ディスクによって異なります。

 ご注意

·

·

·

•

•

·

Printed in CHINA NG042902

 画像ファイルを自動保存したい場合はディスクをセットしま
す。
本製品でフォーマットしたディスクかB's CLiP 6でUDF1.5形式に
フォーマットしたディスク、またはブランクディスクをセットしてくだ
さい。自動保存に使用するブランクディスクは、DVD＋RWかDVD-
RWのご使用をおすすめします。

 ACCESSランプ（青）が消灯してから、デジタルカメラをク
レードルに取り付けます。
デジタルカメラの液晶モニタにメニュー画面が表示されます。

 補足

 パワースイッチをONにします。
パワーランプ（緑）が点灯し、QDOCK側のランプ（緑）が点灯し
ていることを確認してください。

 デジタルカメラの再生モードのトップメニューから「モードメ
ニュー」→「ディスク作成」の順に選びます。
デジタルカメラのメニュー操作の詳細については、デジタルカメラの取
扱説明書をご覧ください。

 本製品にブランクディスクをセットします。

  ACCESSランプ（青）が消灯してから、デジタルカメラをク
レードルに取り付けます。
ブランクディスクのフォーマットが始まります。フォーマット終了後、
画像ファイルのコピーとディスクのファイナライズが自動でおこなわ
れます。
本製品にディスクがセットされていない場合や、非対応ディスクまたは
ブランクディスク以外のディスクがセットされている場合は、エラー
メッセージが表示されます。デジタルカメラをクレードルから取りは
ずし、bボタンでモードメニューに戻ってから、本製品対応のブランク
ディスクをセットして、手順2から操作をやりなおしてください。

PCモードで使用する

パソコンに接続する
 ご注意

 ご注意

·

·
·

 補足

 ご注意

·

·

·

メニュー選択をしないまま、所定の時間（２０秒）を経過すると、保存な
どの処理を自動で実行します。

3) 9ボタンを押します。
保存中は、ACCESSランプ（青）が点滅します。（プリント中はプリン
タのACCESSランプが点滅します）
保存とプリントが終了すると、デジタルカメラの電源が自動的にOFF
になります。

 ご注意

·

·

·
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