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ドライブが検出されない

AKD3159 投稿 #1

Newbie

グループ: Members
投稿: 2
登録日: 2007年5月14日
メンバー番号: 2,314

 WindowsXPからVistaにアップグレードした自作パソコンにEMC9をインストールしたところ、
起動はできるのですがドライブが検出されません。
アンインストールして再度インストールするも結果は同じでした。

しばらくしてディスカッションルームに再インストールの詳細な手順が掲載されましたので
（Windows Defenderを手動で切る、レジストリの削除等）
その通りに再インストールしましたが症状は変わりません。

ドライブ自体はOSにちゃんと認識されていますし、他のソフトのインストールや
ＣＤ・ＤＶＤ鑑賞も問題なく行えます。EMC9だけドライブが認識されないのです。

3月初めにこの商品を買い、Vista用アップデートファイルの配布を謳う御社のHPの告知を信じ
今まで待ち続けました。しかし未だに配布されず。
雑誌広告にもVista対応を堂々と謳い自分が購入した大手家電販売店でも
「ライティングソフトNo.1」と評されてそれを信じ購入しました。
何よりも、旧バージョンを使っていてその使い勝手の良さに惚れこんで買いました。
今回のサポートの対応を考えると、今後は他のソフトを探すことになりそうです。残念ですが。

firststar 投稿 #2

Digital Guru

グループ: Members
投稿: 366
登録日: 2006年2月24日
メンバー番号: 20

AKD3159 さま

旧バージョンを使われていたようですが、
XPからVistaへアップグレードするとき、旧バージョン（８？）はアンインストールされましたか？
されていないのであれば、旧バージョンは、Vistaでは動きませんので
それが残ったままのところにEasy Media Creator 9 をインストールしても
何が起こってもおかしくないと思うのですが。。。

可能であれば、旧バージョン、Easy Media Creator 9 をアンインストールして、もう一回Easy Media
Creator 9 をインストールしてみてはいかがですか？

普通にインストールできていれば、OS上でドライブは認識されているがソフトからは認識されないとい
う現象は起こらないとおもいます・・・ 
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 2007年5月18日, 01:01 AM

 

 2007年5月18日, 11:35 AM

 

 2007年9月4日, 02:10 PM

ご参考になれば幸いです。

AKD3159 投稿 #3

Newbie

グループ: Members
投稿: 2
登録日: 2007年5月14日
メンバー番号: 2,314

firststar様

返信ありがとうございます。
説明不足だったようで、補足させていただきます。
旧バージョンですが、内蔵DVDドライブを購入した時に付属していた
バンドル版（バージョンは忘れてしまいました）です。
WindowsＸＰからＶｉｓｔａにアップグレードした後で
Ｖｉｓｔａで旧バージョンが使用できないことを知り、
プログラムの削除にて普通にアンインストールしました。

それからしばらくしてＥＭＣ9を購入してインストールしましたが
前述の通りの結果です。

旧バージョンのアンインストールの際にあまり気にしていなかったのですが
「ＥＭＣ9の完全アンインストール方法」にあるような
レジストリ等の削除もやっておかなければいけなかったのでしょうか？

とりあえず、手詰まり状態です。

firststar 投稿 #4

Digital Guru

グループ: Members
投稿: 366
登録日: 2006年2月24日
メンバー番号: 20

AKD3159 さま

こんにちは。
そうですね、おっしゃるとおり、レジストリの削除を含めたEasy Media Creator 9 の再インストールを
行ってみるというのもひとつの方法ですね。
うまく行くといいですね！ 

kenji767 投稿 #5

Newbie

グループ: Members
投稿: 2
登録日: 2007年9月4日
メンバー番号: 2,760

 初めて投稿いたします。
実は、私も同じ症状で困っています。
当初、Windows XP Media Centerにインストールしたところ、うまく起動できない不具合があり、完全
アンインストール後にWindows Vistaをインストールし、手順通りにEMC9をインストールしました
が、DVDレコーダーを認識できない状態になってしまいました。
すでに、このソフトウェアを購入し１ヶ月以上経ちますが、XPでのインストールの失敗、問い合わせ、再
インストール、失敗、Vista購入、再インストール、失敗とまともに使用できません。
高額な買い物をしたのに、このようなことが続くとRoxio社への信頼もなくなってしまいます。
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 2007年9月6日, 12:08 PM

 

  2007年9月7日, 08:40 AM

 

  2007年9月7日, 12:13 PM

 

AKD3159さんは、その後解決したのでしょうか？
解決方法がありましたらお教えいただきたくお願いいたします。

firststar 投稿 #6

Digital Guru

グループ: Members
投稿: 366
登録日: 2006年2月24日
メンバー番号: 20

kenji767 さま

こんにちは。
ドライブがRoxio製品で認識されないとのことですが、
アメリカのフォーラムをみていたら、同じようなトラブルのやりとりが
行われていて、そこに修正パッチが出ていました。
http://images.roxio.com/en/support/pxengine3_00_58a.zip 

英語のページに出ていたので英語版かもしれませんが、
もしかしたら問題を解決できるかもしれませんのでお試しください。
但し、インストールは自己責任でお願いします。
当方はkenji767さまのシステムに何か障害がおこっても一切の責任を負いません。

kenji767 投稿 #7

Newbie

グループ: Members
投稿: 2
登録日: 2007年9月4日
メンバー番号: 2,760

firststar様

メッセージありがとうございました。
修正パッチを試したところ、無事に問題は解消されました。

日本版でも大丈夫なことが証明されましたよ

本当にありがとうございました。

firststar 投稿 #8

Digital Guru

グループ: Members
投稿: 366
登録日: 2006年2月24日
メンバー番号: 20

kenji767 さま

無事解決されたようでよかったですね！
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 2012年10月8日, 10:19 PM

KZTM 投稿 #9

Newbie

グループ: Members
投稿: 1
登録日: 2008年2月7日
メンバー番号: 3,380

こんにちは。

DELL Inspiron6400(Vista 32bit)にプリインストールされたものを使用しており、私もソフト上でドラ
イブが認識されませんでしたが、firststarさんが紹介されたパッチを当てることで、ドライブが無事認識
されるようになりました。大変助かりました。

mark 投稿 #10

Newbie

グループ: Members
投稿: 1
登録日: 2009年7月8日
メンバー番号: 6,854

QUOTE(firststar @ 2007年9月6日, 12:08 PM) 

kenji767 さま

こんにちは。
ドライブがRoxio製品で認識されないとのことですが、
アメリカのフォーラムをみていたら、同じようなトラブルのやりとりが
行われていて、そこに修正パッチが出ていました。
http://images.roxio.com/en/support/pxengine3_00_58a.zip 

英語のページに出ていたので英語版かもしれませんが、
もしかしたら問題を解決できるかもしれませんのでお試しください。
但し、インストールは自己責任でお願いします。
当方はkenji767さまのシステムに何か障害がおこっても一切の責任を負いません。

kenji767さま
私も同様なトラブルで困っていました。
この修正パッチを実行したところで、直りました。どうして日本のサイトにFQAにわかるように掲載され
ないのでしょうか。
これで助かりました。
From mark  

Probreprayell 投稿 #11

Contributor

グループ: Members
投稿: 54
登録日: 2012年10月7日

Male impotence has become one of the major cialis le moins cher among the male
community, exiting a bad impact on young generation. But the solution comes forward after
the problem arises: viagra, Cialis and Levitra are the excellent treatments to approach this
problem. After getting the significant demands of these drugs, online purchasing facility has
been availed for the customers to buy these trio drugs. Of program, shopping for cialis soft
tabs , Cialis and Levitra online has become the choice of numerous men for getting their
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« 一番古いメッセージを表示 · EMC 9 - インストール、アンインストール · 最新のメッセージを表示 »

メンバー番号: 73,557 intimate disease managed. However, vente cialis canada of the following pills has brought
the revolutionary changed in entire society; men with shopping for these impotence drugs
enjoy plenty of comfort and can maintain their privacy if they wish. For some of you living
far from the pharmacy, vente cialis help us to great extent in providing these life style
medication. Nowadays, we don't really want to travel a long distance for shopping for them.
prix du cialis 5mg en pharmacie
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