安全上のご注意

取扱説明書
SD/SDHCメモリーカード用 CFアダプター

品番

必ずお読みください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ず
お守りいただくことを、次のように説明しています。
■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、
次の表示で区分し、説明しています。

BN-CSDACP3

警告

この表示の欄は、
「死亡または重傷などを負う可能性
が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、
「傷害を負う可能性または物的傷害
のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次のような絵表示で区分し、説明しています。
（下記は絵表示の一例です）
このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

注意
■SDメモリーカード
の挿入口に異物な
どを入れない
使用機器
の損傷の
原因にな
ります。
●対応メディア以外は挿入
しないでください。損傷
の原因になります。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）
お買い上げ日

年

月

日

販 売 店 名

品

番
（

）

BN-CSDACP3
−

使用機器の損傷の原因になります。

警告
■分解や改造をしない
火災・感電の恐れや
使用機器を損傷する
ことがあります。

■SDメモリーカードは
乳幼児の手の届く
ところに置かない

■異常が発生したときは使用を中止する
松下電器産業株式会社
松下電池工業株式会社 応用機器ビジネスユニット

異音が出たり、液体・異物などが
（ 煙や異臭、
内部に入ったときや、落下、破損したとき ）
そのまま使用すると、
火災の原因になります。

BEH6CAD55AYA
F0308K0038

以下の点に注意して、正しくお使いください。

取扱上のお願い
本製品には精密な電子部品が実装されています。
以下の点に注意して、正しくお使いください。
切り取り線

■高温、直射日光はさける
■曲げたり、強いショックを与えない
■水にぬらさない

持込修理

●万一、故障や異常にお気づきになりましたら、電源を切り、お買い求めの
販売店またはサポートセンターにお申し付けください。
●万一不明な点や誤り、記載もれなどにお気づきの際は、恐れ入りますが、
お買い求めの販売店またはサポートセンターにお申し付けください。

〒５７０-８５１１ 大阪府守口市松下町1番1号
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●必ず本製品を装着する前に、使用機器のカードスロットが
CFスロットTYPEⅡであることを確認してください。
データが破壊されたり、消失する原因になります。

誤ってカードを
飲み込む恐れが
あります。

分解禁止
●内部の点検や修理などは、
販売店へご依頼ください。

メディアが押し戻される時
に指ではじくとメディアが
飛び出し、破損やケガの可
能性があります。

データが破壊されたり、
消失する原因になります。

■CFスロット（TYPEⅡ）以外には装着しない

保証書付き
このたびは、SD/SDHCメモリーカード用CFアダプターをお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
●保証書は、
「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書と
ともに大切に保管してください。
上手に使って上手に節電

■アクセス中にCF ■メディア取り外し時
アダプターを抜か
に指ではじかない
ない

CF アダプター 保証書
本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本
書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご
記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載してお
ります。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げ
の販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

●使用機器の電源を切り、販売店にご相談ください。

梱包品の確認

SDメモリーカードもしくはマルチメディアカードの取り付け・取り外し

●本機をお使いになる前に、すべての品がそろっていることを確認してく
ださい。
●万一、不足の品がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店まで
ご連絡ください。

SDメモリーカードの取り付けかた
SDメモリーカードを、挿入口へまっ
すぐにクリック音がするまで、しっ
かり押し込んでください。

ご使用方法について
コンパクトフラッシュ対応機器

SDメモリーカード

使用例

SDメモリーカード対応機器

お買い上げ日から

取扱説明書…………1枚

ご使用前の注意
■SDHCロゴは商標です。
■その他、この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは
各社の商標または登録商標です。
■ご使用の製品の名称と文中の名称が異なる場合があります。

挿入口
CFアダプター

●miniSD（microSD）カードをご使用の際は、必ずminiSD（microSD）
アダプターを装着してご使用ください。また、以下の点にご注意ください。
● miniSD（microSD）カードが装着されていないminiSD（microSD）
アダプターを、本製品に挿入しないでください。
● 本製品にminiSD
（microSD）アダプターを装着した状態で、miniSD
（microSD）カードのみを抜き差し、交換しないでください。誤使用
は、誤動作・データ破損の原因となります。

●データの読み出し中や書き込み中は、SDメモリーカードを抜いたり、
SDメモリーカードが入っているCFアダプターを抜いたり、ご使用の
機器の電源を切らないでください。
データが破壊されることがあります。
●大切なデータはバックアップをとっておくことをおすすめします。
お客様の記録されたデータの損失ならびにその他の直接、間接の障害
につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめ
ご了承ください。

あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほか
は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

挿入口に挿しているSDメモリーカー
ドを更に奥まで押し込むと、クリッ
ク音とともにSDメモリーカードが手
前に押し戻されますので、そのまま
SDメモリーカードを抜き取ってくだ
さい。

デジカメ

オーディオ
プレーヤー

■CFスロット搭載のデジタルカメラなどで使用する場合

SDメモリーカードの取り外しかた

大切なデータを保護するために

保証期間

デジカメ

●SDメモリーカードを装着すると
きには、向きに注意してくださ
い。無理に逆方向に装着すると
スロットやSDメモリーカードが
破壊したり、データが失われる
ことがあります。

押し込む

※マルチメディアカードをご使用の際も、同様の取り付け・取り外しかたです。

ご注意
●上記以外の方法でSDメモリーカードを取り外すと、データが破壊され
たり誤動作の原因となります。
●メディアを装着したり取り外したりするときは、飛び出すことがあり
ますので注意してください。

BN-CSDACP3

番

プリンター

ご注意

CFアダプター………1枚

品

DVC

●CFアダプターの取り付け・取り外しは、各機器の取扱説明書で
ご確認ください。
●SDメモリーカードもしくはマルチメディアカードを装着した状
態で、CFアダプターを機器のスロットに挿入してください。
●機器によってはCFアダプターを挿入すると、
「フォーマットしま
すか」の確認が表示される場合があります。フォーマットした
場合、その機器で使えるようになりますが、カード内のデータ
はすべて消去されます。

ご注意
●SDメモリーカードもしくはマルチメディアカードを装着せずに挿
入すると、機器が誤動作する場合があります。
●SDメモリーカード側面の書き込みスイッチをLOCK状態にして装
着すると、機器よりエラー表示されたり、機器が誤動作する場合
があります。
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住所・氏名
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店

本製品には著作権保護機能に対応しておりません。
当社製CF TypeⅠ用PCカードアダプター（BN-CFADPP3）は
ご使用できません。

本体 1 年間

※

電話（
松下電器産業株式会社
松下電池工業株式会社
応用機器ビジネスユニット
〒 570-8511

大阪府守口市松下町 1 番 1 号

ご販売店さまへ

TEL (06) 6991-1141

※印欄は必ず記入してお渡しください。

使用可能なSDメモリーカードについて
本製品は以下の容量（8MB〜32GB）のSD/SDHCメモリーカードが
使用できます。
8MB、16MB、32MB、64MB、128MB、
256MB、512MB、1GB、2GB、
4GB、8GB、16GB、32GB
最新情報は製品ホームページをご覧ください。
各種メディアは別売りです。付属していません。

故障かな！？

サポートセンターのご案内

■アダプターが認識されない

Panasonicでは、当社製パソコン周辺機器をお買い上げいただいた皆様
からのお問い合わせやご相談にお応えするため、下記のサポートセンター
を開設しております。お気軽にご利用ください。

●CFアダプターにSDメモリーカードもしくはマルチメディアカード
が挿入されているか、確認してください。
●CFアダプターにSDメモリーカードもしくはマルチメディアカード
が挿入されているか、確認してください。
●SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがLOCK状態になってい
ないか、確認してください。

ご注意

保証とアフターサービス

●SDメモリーカードをパソコンでフォーマットすると、SDメモリーカー
ドのパフォーマンスが低下したり、認識しなくなる場合があります。パ
ソコン（のエクスプローラ）ではフォーマットしないでください。
●本製品はSD規格に準拠したFAT12、FAT16、FAT32形式でフォー
マットされたSDメモリーカードに対応しています。
●SDHC応用商品はSD・SDHCメモリーカード両方に対応しています。
●SDHCメモリーカードはSDHC対応の機器のみで使用できます。
SDメモリーカードのみに対応した機器では使用することができません。
●セキュアマルチメディアカードのセキュリティ保護機能には対応して
いません。一般ファイルの読み書きにはご使用いただけます。

■保証書

製品ホームページアドレス
http://panasonic.jp/p3/pro/bncsdacp3.html

お願い

■書き込みができない

よくお読みください

P3カスタマーサポートセンター

電話 03 - 3436-1888
FAX 03 - 3436-1889

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■修理を依頼されるとき
本書をご確認のあと直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡くだ
さい。
●保証期間中は
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきま
すので、恐れ入りますが製品に保証書を添えてご持参ください。
●保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させ
ていただきます。

仕様
1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内
に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離し
た本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、サポー
トセンターにご連絡ください。
2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはサポート
センターにご相談ください。
3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場
合には、サポートセンターへご連絡ください。
4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害
（硫化ガスなど）
、異常電圧などによる故障および損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
(ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び
損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、
あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接サポートセンターへ送付した場合の送料
等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、
出張料はお客様の負担となります。
5.本書は日本国内においてのみ有効です。
6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7.サポートセンターは取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照く
ださい。

商品についてのお問い合わせは

「故障かな！？」に従って確認のあと直らないときは、まず本機を取り
外し、お買い上げの販売店へご連絡ください。

■アフターサービスについておわかりにならないときは、お買い上
げの販売店または、右記の「P 3 カスタマーサポートセンター」ま
でお問い合せください。

＜無料修理規定＞

皆様からのお問い合わせに対して、より正確に、迅速にお応えするため、
ご面倒でも下の「サポート用紙」をお使いいただくようお願いいたします。
所定の項目にできるだけ詳しくご記入いただき、FAXまたは郵送でお送り
ください。なお「サポート用紙」は拡大コピーしてお使いいただくと、繰り
返しお使いいただくことができ便利です。

品

番 BN-CSDACP3

対 応 メ ディ ア

SDHCメモリーカード、SDメモリーカード
miniSDカード（miniSDアダプターが必要）
microSDカード（microSDアダプターが必要）
マルチメディアカード

インターフェース コンパクトフラッシュ TYPEⅡ
電

源

電

圧 3.3V/5.0V

使

用

条

件 温度 0〜60℃（結露しないこと）

外

形

寸

法 約42.8×36.4×5.0 mm

本

体

質

量 約15g

10：00〜12：00、12：45〜17：00
（※土・日・祝日は除く）

最新の情報をインターネットでご覧ください。
http://panasonic.jp/p3
サポートセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて
松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社（以下「当社」）
は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情
報（以下「個人情報」）を、以下のとおり、お取り扱いします。
1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル パナソニック製品の
ご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、
これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
また、お客様に折り返し電話させていただくときのために、ナン
バーディスプレイを採用しています。なお、修理やその確認業務
を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行また
は権限の行使にために必要な場合、その他正当な理由がある場合
を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきまし
たサポートセンターにご連絡ください。

サポート用紙
P3カスタマーサポートセンター
お問い合わせ日
品
番

行

FAX(03)3436-1889

年
月
日 お買い上げ日
BN-CSDACP3 ご購入販売店名

年

月

日

フ リ ガ ナ

お 名 前

ご 住 所

ご自宅

〒

TEL（
FAX（

）
）

−
−

勤務先

〒

TEL（
FAX（

）
）

−
−

使用機器の機種名
使用中のOS

症状（お分かりになる範囲でできるだけ詳しくお書きください。）

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無
料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場
合がございますのでご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を
お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して
いる者（保証責任者）
、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上
の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理に
ついてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはサポートセンター
にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説
明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※This warranty is valid only in Japan.

※本用紙は拡大コピーしてお使いください。

Printed in Taiwan

