
● 書き込み禁止スイッチを
「LOCK」にします。新た
に録音（チェックアウ
ト）・編集をするときは解
除してください。

● カードに文字を書くときは、フェルトペン（油性）を
ご使用ください。鉛筆やボールペンは使用しないでく
ださい。カード本体に損傷を与えたり、データが破壊
されたりすることがあります。金属端子部を汚さない
よう、ご注意ください。

● データの読み出し中や書き込み中は、カードを抜いた
り、カードが入っている機器および周辺機器の電源を
切らないでください。乾電池を電源とする機器では乾
電池を取り出したりしないでください。データが破壊
されることがあります。（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。）

● バックアップがとれる機器をご使用の場合は、大切な
データのバックアップをとっておくことをおすすめし
ます。

SDメモリーカード
SD Memory Card

取扱説明
Operating Instructions
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この取扱説明の印刷
には、植物性大豆油
インキを、使用して
います。

このたびは、SDメモリーカードを
お買い上げいただき、まことにあり
がとうございました。
この取扱説明をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。そのあと保
存し、必要なときにお読みください。
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b. カードの取り出し方、収納のしかた

インデックスシートは2枚が1組になっています。切り
取り線で切り離してから、ストッパーに沿わせて入れて
ください。

● このカードは、あらかじめSDメモリ－カ－ド規格準
拠のフォーマットがされています。

● 再フォーマットが必要な場合は、SD応用機器または
SD応用ソフトでのフォーマットを行ってください。

● SD応用ソフト以外のソフトでフォーマットした場合、
SD規格非準拠となり、互換性・性能等で問題が生じ
る場合があります。

● 使用機器から取り出したときは、必ずケースに収納し
てください。

● 分解や改造をしないでください。
● 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水に濡
らしたりしないでください。

● 金属端子部を手や金属で触らないでください。
● 貼られているラベルは、はがさないでください。
● 新たにラベルやシールを貼らないでください。
● 高温になる車の中や直射日光の当たるところなど温度
が高くなるところには置かないでください。

● 湿度の高いところやほこりが多いところには置かない
でください。

● 腐食性のガスなどが発生するところには置かないでく
ださい。

書き込み禁止スイッチ 
  (Write-protect 
(switch)

B 取扱上および保管上のお願い

C 大切なデータを保護するために

■乳幼児の手の届くところ
に置かない

警告

あやまって飲み込む恐れ
があります。
● 万一、飲み込んだと思
われるときは、すぐに
医師にご相談ください。禁止

SDロゴは商標です。

付属品 ●SDメモリーカードケース（1個）
●インデックスシート（2枚）

A カードの取り出しと収納
a. ケースの開け方、閉じ方

カードの性能保持のため、ケースの開閉は必ず両手で側
面（4か所）を持って行ってください。

カードの出し入れは、必ずトレイに沿わせてスライドさ
せながら行ってください。収納時は、カードが正しくト
レイに収まっていることを確認してからケースを閉じて
ください。

お客様ご相談センター  

フリーダイヤル  
 

パ ナ は  3 6 5 日  

0120-878-365
0120-878-236FAX

電  話 

お問い合わせ先

c. インデックスシートの使い方
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WARNING
■ Keep out of reach of

children
Danger of swallowing. 
If swallowed, seek medical advice
immediately.

あなたが録音したものは、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。

インターフェース：SDメモリーカード規格準拠
インターフェース

転送クロック：最大 25 MHz
電源電圧 ：2.7 V～3.6 V
外形寸法 ：24.0(W)a32.0(H)a2.1(D) mm
質量 ：約 2.0 g

この仕様は、性能向上のため変更することがあり
ます。

D 主な仕様

A Removal and storage of the SD card

B Handling and storage precautions

C            Protecting your data 

D Specifications

Operating Instructions
Refer to the illustrations in the Japanese section.

Interface: Standard SD memory card 
interface

Clock frequency: up to 25 MHz
Operating voltage: 2.7 V to 3.6 V
Dimensions: 24.0(W)a32.0(H)a2.1(D) mm
Mass: 2.0 g

● Specifications are subject to change without notice.
● Mass and dimensions are approximate.

Your attention is drawn to the fact that recording
pre-recorded tapes or discs or other published
or broadcast material may infringe copyright
laws.

a. Opening and closing the case
Hold the case with both hands when opening
and closing it to prevent damage to the card. 

b. Removing and storing the card
Slide the card on the tray when removing and
storing it. Ensure the card is correctly on the
tray before closing the case.

c. Using the index cards
Two index cards are included. Separate them
and insert one inside the stoppers.

● This card is formatted to the SD memory card
standard.

● If reformatting is ever necessary, format it using
SD compliant equipment or software.

● Formatting the card with any other software will
make the card nonstandard and cause problems
with compatibility and performance.

● After removing the card from equipment,
immediately store it in its case.

● Do not disassemble or remodel.
● Do not impact, bend, drop, or wet.
● Do not touch the metal terminals with your

hands or metal objects.
● Do not detach the label on the card.
● Do not attach other labels or stickers.
● Do not use or store in locations directly exposed

to sunlight, a heat vent, or a heating appliance.
● Do not use or store in humid or dusty locations.
● Do not use or store in locations exposed to

corrosive gases.

● Switch the write-protect switch to “LOCK”.
Unlock when you want to record or edit the card
again.

● Use an oil-based felt pen to write on the card.
Do not use pencils or ballpoint pens as these
can damage the card and data on it. Take care
to keep the metal terminals free from ink.

● While data is being read or written, do not
remove the card or turn off any equipment using
the card. Do not remove the batteries from
battery-operated equipment. These actions can
cause data to be destroyed. Panasonic will not
accept responsibility for any data loss or loss
directly or indirectly caused by data loss.

● Make backup copies of your data wherever
possible.

SD logo is a trademark.

Supplied accessories:
● SD memory card case (1 pc.)
● Index cards (2 pcs.)
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