
はじめにお読みください

本製品は、それぞれの目的にあったＩＣカードと組み合わせて使用します。

実際のオペレーションに関しては、それぞれのＩＣカードのマニュアルをご参

照ください。

フロッピーコピア

LMC-35A(本体)
使用説明書



◆ご注意◆

 １．本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。

 ２．本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

 ３．本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一御不審な点や

　　　誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、当社または最寄

　　　りの販売店へご連絡ください。

 ４．本製品は、十分な注意のもとに、放出電波が最小になるよう設計して

 　　ありますが、電波や電磁波に敏感な機器には、近くにあると、影響を

 　　与えることがあります。

 ５．運用した結果の影響（データの保証など）に関しては、前項に関わらず、

 　　責任を負いかねますのでご了承ください。

　　　・本使用説明書に記載されている“会社名”“製品名”は、各メーカーの登録商標です。
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パッケージ内容のチェック

パッケージの内容をチェックしてください。万一、不足のものがありましたら、

お手数ですが、購入された販売店、或いは当社サポート部までご連絡ください。

   パッケージ内容

型　式 数量 内　　　容

①ＬＭＣ－３５Ａ 1 フロッピーコピア本体

②　━━━━━━━ 1 電源コード

③　━━━━━━━ 1 アース線

④　━━━━━━━ 1 ＬＭＣ－３５Ａ 使用説明書

⑤　━━━━━━━ 1 保証要項及びユーザー登録カード



注　意　事　項*

◆使用環境は、指定の範囲で･･･｡　　 　    ◆分解しないでください。

 ・温度、電源電圧等にご留意を｡           ・みだりに機器を分解しますと

 ・濡らさない様にご注意を｡             　  不具合の原因となるだけで

 ・換気口を塞がない様に･･･｡　　　　　      なく危険を伴います。

 ・直射日光を避けること｡　　　　　　     ・このような原因による故障に

 ・振動やショックは避けること｡         　  関しては、保証期間中でも

 ・磁気をおびた物を近づけないよう          有償修理とさせていただきます。

   注意をしてください。

◆本製品の設置場所については、次の点に注意して設置してください。

　・本体部分は、垂直な場所に設置してください。

　

※ １．電子機器などに接近させてご使用になりますと、影響を与えることが

      ありますので、距離を離してご使用ください。

※２．安全のため、必ず３極（アース端子付）コンセントをご使用ください。

　　  やむをえず２極コンセントをご使用の場合は、必ずアース端子のついた

　　　２極コンセントアダプタをご使用ください。

※３．コンセント容量は最大１０Ａまでのものをお使いください。

※ ４．長期間ご使用にならない場合は、電源ケーブルを抜いておいてください。

使用上の注意

・ 故障の原因になりますので、本製品の稼働中には絶対にフロッピーを挿入

  したり、取り出したりしないでください。

・ 汚れたフロッピーを挿入すると、磁気ヘッドが汚れたり、傷ついたりして

故障の原因になりますので、フロッピーの取扱いには気を付けてください。

温度 10～35℃
湿度　8～80％

　　　　　　　90～110V
　　　　　　　10A 以下

９０
１００

１１０



・ 機械系が暖まるまでは、ノイズが発生する場合がありますが、これは異常

　ではありません.稼働するに従って､潤滑系が暖まりノイズはなくなります。

　・内部にクリップ、ピンなどの異物を落とさないようにご注意ください。

　　万一落とした場合は、電源を切ってから確実に取り除いてください。

・ 本製品を使用した事によるあらゆる損害について（マスターディスクのデ

　ータ破損など）、弊社は責任を負いかねますので、ご承知おきの上ご使用

ください。

輸送上の注意

  
  ・再度輸送される場合は必ず購入時のパッケージを使って梱包してください。

・ 本機は精密機械です。輸送中にショックがかからないようご注意ください。



サポート体制と修理サービス

ランドコンピュータでは、お客様に当社製品を安心してご使用していただくた
めに、サポート体制の充実を図っております。
製品の接続や操作方法についてのご質問や、万一、製品が正常に作動しない場
合は、下記のサポート部までお問い合わせください。

サポート部へのお問い合わせは

フリーダイヤル：着信払（土曜日も受け付けます）

　　　　　　　　　０１２０－１６１６３９
         受付時間：　９：００～１２：００
　　　　　 　　　　１３：００～１７：３０（日曜・祝日を除く）

ＦＡＸ：

　　　　　　　　　０６（３０７）２１２１
         受付時間：２４時間

特に技術的な内容等で電話では説明しにくい場合や機器が正常に動
作しないと思われる場合、あるいは受付時間外等には、ＦＡＸで詳
細をお知らせくださいますようお願いいたします。
また、ＦＡＸ以外に、電子メールからのご質問もお受けしておりま
す。

E-mail Address : support@landcomp.co.jp
  
◎ 当社に修理サービスをご依頼の際のお願い
まず、上記サポート部にご連絡ください。担当者より、修理受付番号と修
理品返送先を記載した「修理受付連絡書」をＦＡＸでお知らせいたします。
ご返送いただく製品の外箱に「修理受付番号」及び「修理品」と明記の上、
保証書を添付して修理品返送先にご返送ください。
修理受付番号のないものは処理しかねる場合もございますので、ご了承く
ださい。
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１章　製品の概要

１-１　製品の概要

　

・ 《ＬＭＣ－３５Ａ》（以降“本製品”と表記します）はコンピュータ本体に

接続することなく単独でオプションＩＣカードによりメディアサイズや容

量の異なるフロッピーにデータを移すことができるコンバータです。

  
・ コンピュータ本体を使ってデータをコンバートするのは、ハードの接続や

ソフトの操作など複雑な作業を要します。日々の仕事でコンピュータを使

っているけれども、それほど詳しい知識を持っていない、といった方でも

簡単な操作で使用できます。

・ 本製品は、５ｲﾝﾁ、３.５ｲﾝﾁドライブを各々２台搭載しており、外部に８イ

ンチフロッピーディスクドライブ（当社製品の LDS-8FD）を接続するこ

とにより､８ｲﾝﾁ�５ｲﾝﾁ､８ｲﾝﾁ�３.５ｲﾝﾁ､５ｲﾝﾁ�５ｲﾝﾁ､５ｲﾝﾁ�３.５ｲﾝﾁ、

３.５ｲﾝﾁ�３.５ｲﾝﾁ間でのコンバートが可能になります。



2

１-２ 各部名称と機能

１－２－１　本体前面パネル

① 液晶パネル

ここに、メッセージが表示されます。

②アスタリスクボタン

③取消ボタン

④選択ボタン

⑤コピー元ドライブ 3.5”･5”
コピーしたいディスクを、ここにセット

します。メッセージなどでＡドライブと

表示されたら、このドライブです。

⑥⑦カーソルボタン

このボタンを２つ同時に押すと、設定モードに入ります。

メッセージの選択や、複数行に渡るメッセージの切換にも使用します。

⑧コピーボタン

　このボタンを押すと、フロッピーディスクのコピーが開始されます。

⑨型番（正式な型番は背面のシールをご覧ください）

⑩中止ボタン

コピー中にこのボタンを押すと、コピーを中止します。この場合、コピー先

のディスクの内容は、コピー前の状態には戻りません。

⑪コピー先ドライブ 3.5”･5”
コピー先のディスクを、ここにセットします。コピーをおこなうと、ディス

LMC-35A

POWERERORR COPY

中止

コピー

選択 取消 ＊

▲

▼

Ａ Ｂ

①

②

③

④

⑤

⑥ ⑦ ⑧

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭ ⑮ ⑯

▼

⑨
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クの内容は消去されますので、十分注意してください。メッセージなどでＢ

ドライブと表示されたら、このドライブです。

⑫カードスロット

ここに別売りの、カード（ＬＭＩＣシリーズ）をセットします。カードを

セットすることにより電源が入り、使用可能になります。

カードは、向きをよく確かめてセットしてください。専用のカード以外のも

のをセットしたり、無理矢理反対向きにセットしますと、故障の原因になる

ことがあります。

⑬カ－ド取り出しボタン

カードを取り出すときには、このボタンを押してください。ボタンを押さな

いで無理矢理取り出しますと、故障の原因になることがありますので、おこ

なわないでください。

カードが取り出されますと、電源が切れます。

コピー中にカードを取り出さないでください。

⑭エラーランプ

コピーに失敗したなどの、エラーが発生した場合、このランプが点灯します。

⑮コピーランプ

コピー作業中はこのランプが点灯します。

⑯電源ランプ

　電源が入っているとこのランプが点灯しています。
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１－２－２　本体背面パネル

① 信号コネクタ（５０ピン）

外部にフロッピーディスクドライブを

接続する時、このコネクタに接続しま

す。

② サービスコンセント（出力）

周辺機器の電源を供給するのに使用で

きるコネクタです。

接続装置は２個までで、

消費電力は合計３.０Ａで

使用してください。

本製品のＯＮ／ＯＦＦに関係なく

電源が供給されます。

③ ＡＣ電源コネクタ（入力）

家庭用ＡＣコンセントから電源を本製品に供給するための電源コードを差

し込むコネクタです。電源コードの３ピン側を差し込んでください。

④ アース端子

アース線が配線されているところではアースを取ることをお勧めします。

アースが完全ならば、ノイズに対して強くなります。

⑤ 主電源スイッチ

本機の主電源スイッチです。この電源を入れなければ、カードをセットし

ても電源が入りません。

長期間使用しない場合は、安全のためにカードを抜いて電源を切っておきま

しょう。

①

②

④

⑤

③
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１－３　製品の基本仕様

外形寸法 155(W)× 235(H)× 255(D) [mm]（但し、突起部は除く）

重量 約 ６ Ｋｇ

電源 ＡＣ１００Ｖ（±１０％）50/60Hz
    消費電力： ６０Ｗ以下

動作環境 推奨使用温度；10℃～35℃　推奨保存温度；5℃～40℃
推奨使用湿度；20～80%推奨保存湿度；20～80%

標準コンバート時間 約２分１８秒　（２ＨＤ1.28ＭＢ、ノンプロテクト、テ

キストデータ収納）

    媒体適応一覧表

      以下の表の内容で各メディア間においてファイルコピーが可能です。

媒体 面 シリンダ数 セクタ／トラック セクタ長 容量

２ＤＤ ２ ８０ ８ ５１２ ６４０ＫＢ

２ＤＤ ２ ８０ ９ ５１２ ７２０ＫＢ

２ＨＣ ２ ８０ １５ ５１２ １．２２ＭＢ

２ＨＤ/２Ｄ ２ ７７ ８ １０２４ １．２８ＭＢ

２ＨＤ ２ ８０ １８ ５１２ １．４４ＭＢ

　　専用ＩＣカードの電池寿命

ＩＣカードの電池寿命は４年になっております。電池交換の際はＩＣカードの

説明書をご覧ください。

※ 注意…電池の寿命が切れたり、不用意に電池を抜きますと内容が消滅して使

用不可能になりますので注意してください。

もしあやまって内容が消滅した場合、サポート部までご相談ください。
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第２章　操作方法

２－１　メイン電源の ON

本製品のメイン電源スイッチは、本体の背面にあります。このスイッチをＯＮ

にしない場合は、カードをセットしても電源が入りません。

ご使用時は、メイン電源のスイッチをＯＮにしてから、カードをセットしてく

ださい。

２－２　カードのセット

ご使用のカードを本体前面のカードス

ロットにセットします。

カードは、向きを確かめて、ゆっくり

と・奥までセットしてください。この

際、無理な力をかけますと、故障の原

因になりますので気を付けてください。

カードをセットすることにより、本製品の電源が入り使用可能になります。

本製品に、間違ったカードをセットした場合、エラーが発生し動作しません。

カードが合っているのに、このような状態になった場合は、弊社サポート部に

までご連絡ください。

注意

本製品に、専用カード以外のカードをセットしないでください。故障の原因に

なります。

本製品用のカードを、他の機器にセットしないでください。故障の原因になり

ます。

▲

表面
ＬＭＣ本体
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コピー実行中（コピーランプが点灯している時）は絶対にフロッピーを抜き出

したり、電源を切ったりしないでください。

コピー先にエラーが発生し、書き込みが不可能になった時、そのフロッピーは

ご使用にならないでください。

正しいカードをセットして、「IC ｶｰﾄﾞ ﾁｪｯｸｴﾗｰ」と表示された場合、ＩＣカー

ド内部のデータの破損が考えられますので、サポート部までご連絡ください。
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８インチフロッピーディスクドライブの接続

３-１　８インチフロッピーディスクドライブ接続の概要

・ 本製品は、本体に搭載されているフロッピーディスクドライブ間でのコン

バートを基本にしておりますが、外部に８インチのディスクドライブを接

続することもできます。

・ ８インチフロッピーディスクドライブを使用するためには、フロント操作

パネルでの設定が必要です。各ＩＣカードのマニュアルを参照して設定し

てください。

・ 外部に８インチディスクドライブを接続し、メディアをコンバートする時、

カードの設定をしてください。この設定は、各ＩＣカードのマニュアルを

参考にしてください。

　◆本製品と８インチフロッピーディスクドライブとの接続

    本製品背面の５０ピンコネクタとＬＤＳ－８ＦＤ背面の３６ピン側の

　　コネクタを接続してください。

　　　　　　　接続ケーブルＣＢＬ－３６５０Ｂはオプションです。

    　         本製品背面                  ＬＤＳ－８ＦＤ背面
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３-２　８インチドライブのディップスイッチの設定

・ 外部に８インチディスクドライブを接続する時、８インチドライブのディ

ップスイッチの設定をおこなってください。また、前面パネルのセレクト

スイッチは“NORMAL”の状態でご使用ください。

◆８インチフロッピーディスクドライブ

＜ＬＤＳ－８ＦＤの設定＞

ＯＮ

ＯＦＦ

３-３　接続上のご注意

・ 外部に８インチディスクドライブを接続するにあたって次の点にご注意く

ださい。

　　　 a) 接続機器の電源はすべてＯＦＦの状態で接続してください。

　　　 b) ケーブルを接続される場合、コネクタには方向性があり、

　　　　　誤った方向では接続できないようになっています。

        　形状をよく確かめて正しい向きにきっちり挿入してください。

　　　　　無理に挿入すると、接続部を痛めますのでご注意ください。

　　　 c) ケーブルはコネクタ部分をクランパ（止め金）で必ず止めて

　　　　　固定してください。

      ｄ）カードの説明書を参照して、カードの設定を行ってください。

１  ２  ３  ４  ５  ６  ７  ８
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第４章　簡単なトラブルシューティング

正常に動作しない場合、下記の点をご確認ください。

　現   象 ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ 処    置
1.カードを入れ

ても動作しない

・ 電源ｹｰﾌﾞﾙの接続は確実

か

・ 背面の電源スイッチが

ＯＮになっているか

・ カードか正しくセット

されているか

・ 正しいカードがセット

されているか

・ 電源ｹｰﾌﾞﾙの接続を確実に

おこなってください｡本体

背面ﾊﾟﾈﾙのAC電源ｺﾈｸﾀ(入
力)部の接続と家庭用 AC ｺ

ﾝｾﾝﾄにきっちり差し込まれ

ているかを確認してくださ

い｡

2.外部接続のデ

ィスク装置とコ

ンバートをおこ

なわない

・ 外部装置の電源は入っ

ているか

・ 外部装置とのｺﾈｸﾀ部の

接続は確実か

・ 仕様の違ったｹｰﾌﾞﾙを接

続していないか

・ カードでの外付けドラ

イブの設定はあってい

るか

・ 外部装置の電源を確認して

ください｡

・ 第 3 章 外部ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸﾄﾞ

ﾗｲﾌﾞの接続方法 に従い接

続を確実におこなってくだ

さい｡

・ 外付けﾄﾞﾗｲﾌﾞとの接続には

ｵﾌﾟｼｮﾝのｹｰﾌﾞﾙをご使用く

ださい｡

3.操作中に停電

又は不用意に電

源の OFF をお

こなってしまっ

た

・ 電源の投入が可能になれば

もう一度最初からコピーを

おこなってください｡

※ これらの処置をおこなってもトラブルの現象が消えない場合は本製品の故障

が考えられますので、お求めの販売店又は当社サポート部へご相談ください。
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Ａ

Ｂ

Ｃ

ＡＰＰＥＮＤＩＸ

ライトプロテクト(WRITE　PROTECT)の方法

重要なデータを保護するため、コピーソース側のフロッピーにはライト

プロテクト（書き込み禁止）をかけておくことをお勧めします。

図に示した通りにライトプロテクトをおこなってください。

フロッピーディスクのサイズによってライトプロテクトのかけ方が違います

のでご注意ください。

１） ３.５インチフロッピーディスク

    の場合

ノッチを下げてください。穴のあいた状態の時

ライトプロテクトがかかっています。再度、穴

を閉じれば書き込み可能になります。

　２） ５インチフロッピーディスクの場合

フロッピーの右側の切り込みにシール

を貼ってください。切り込みがない状

態の時ライトプロテクトがかかってい

ます。シールをはがせば再び書き込み

可能になります。

　３） ８インチフロッピーディスクの場合

図のように指定の位置をパンチなどで

切ってください。(A=約４ﾐﾘ､B=約５ﾐﾘ､

C=約 44 ﾐﾘ)切り込みの入っている時ラ

イトプロテクトがかかっています。

再度、書き込み可能にする時は切り取

った部分をシールでふさいでください。


