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ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、保管してください。

ソフトウェアのダウンロード、およびメモリースティック™や 関連
製品の各種情報は、下記 URLでご覧になれます。
http://www.sony.net/memorycard/

VAIOでご使用になる場合のご注意
2007年以降発売開始のモデルで動作を確認しております。2005
年末から2006年末の間に発売されたモデルはアップデートが必要
になります。 
詳しくはVAIOのサポートサイトをご覧ください。

2004年3月以前に発売が開始されたソニー製テレビではご使用いた
だけません。詳細については、テレビのサポート窓口にお問い合わせ
ください。
すべての製品における動作を保証するものではありません。
付属のUSB アダプターをパソコンのUSB 端子に接続することで、高
速データ転送が可能になります。
各製品での操作方法については、製品の取扱説明書をご覧ください。
このメディアおよび付属のUSBアダプターの互換性は、上記URLをご
確認ください。
データ転送速度は、ご使用の製品によって異なります。 
メモリースティック PRO-HG デュオ対応製品では8ビットパラレル
データ転送、メモリースティック PRO™対応製品では4ビットパラレ
ルデータ転送でご使用いただけます。
付属のUSB アダプターは著作権保護機能を搭載していません。
あなたが録音／録画したものは、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。
製品の機能による「フォーマット」や「削除」では、 このメディア内の
データは完全には消去されません。譲渡／廃棄の際は、市販のデータ
消去専用ソフトをご使用いただくか、このメディアを物理的に破壊
するなどお客様の責任においてデータの処理をしてください。


















使用上のご注意



 
メモエリア

メディア、USB アダプター（MSAC-UAH1）について
強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水にぬらしたりしない
でください。
分解したり、改造したりしないでください。
以下のような場所でのご使用や保存はしないでください。
使用条件範囲以外の場所 
炎天下や夏場の窓を閉め切った車の中／直射日光のあたる場所／
熱器具の近く
湿気の多い場所や腐食性のある場所
付属のUSBアダプターを2台同時に使用しないでください。
大切なデータはバックアップを取っておくことをおすすめします。

お客様の記録したデータの破壊（消滅）については、当社は一切その
責任を負いかねますのでご容赦ください。

このメディアは、出荷時にフォーマットされています。再フォーマッ
トする場合は、メモリースティック PRO-HG デュオ 
／メモリースティック PRO対応製品で行ってください。
このメディアをフォーマットすると、メディア内のデータは消去さ
れます。
詳細は、各製品の取扱説明書、もしくは製品サポート窓口にお問
い合わせください。

















下記の場合、記録したデータが破壊（消滅）されることがあります。
読み込み中、書き込み中、フォーマット中、またはアクセスランプの
点滅中（イラスト）に、このメディア及び付属のUSB アダプター
を抜いたり、製品の電源を切った場合
静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合
イラストと異なるご使用をされた場合

メディアについて（イラスト）
端子部には手や金属で触れないでください。
メモエリアに書き込むときは、あまり強い圧力をかけないでくださ
い。

USB アダプターについて
付属のUSB アダプターはデュオサイズのメモリースティックでのみ
ご使用になれます。
端子部またはメディアの挿入口に汚れ、ほこり、異物等が付かないよ
うにしてください。
イラストのようにメディアを付属のUSB アダプターに挿入してく
ださい。正しく挿入されていないとメディアが動作しないことがあ
ります。

使用上のご注意をお守りいただかなかったことに起因するお客様
に発生した損害については、当社は責任を負いかねますので、お
取り扱いには充分ご注意ください。
















小さいお子様の手の届くところに置かないようにしてください。
誤って飲み込む恐れがあります。

このメディアを直接他のメモリーカードスロットに差し込まな
いでください。



USB アダプターのご使用について
ご使用になれるメディア
メモリースティック デュオ™、メモリースティック PRO デュオ™、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ™*
（*メモリースティック マイクロ デュオサイズ アダプター（MSAC-
MMD）が必要です。）
必要システム
ご使用に際しては下記環境を推奨しています。
Windowsをお使いの場合
OS： Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、 
 Windows 7
USB 端子： 標準装備
Macintoshをお使いの場合
OS： Mac OS X v.10.2、10.3、10.4、10.5、10.6
USB 端子： 標準装備

最新の推奨OSについては、下記URLをご確認ください。
http://www.sony.net/memorycard/

推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではあり
ません。
上記のOSが工場出荷時にインストールされていることが必要です。
また、上記のOSからアップグレードされた場合は動作保証をいたし
ません。
その他のUSB製品（パソコンの純正同梱物を除く）と同時にご使用い
ただく場合は、動作保証いたしません。
USB ハブ経由でご使用の場合は、動作保証いたしません。
パソコンがサスペンド・レジューム機能、またはスリープ機能から復
帰しても、通信状態が復帰できないことがあります。
このUSB アダプターはUSB2.0に準拠しています。

USB アダプターをパソコンに接続する
OSに標準装備のドライバーでご使用できます。
パソコンのUSB 端子に接続するだけで、ドライバーのインストールを
することなくお使いになれます。












Windowsをお使いの場合
1. USB アダプターにメディアを挿入する。（イラスト）
2. パソコンのUSB 端子にUSB アダプターをつなぐ。
3. 「マイコンピュータ」を開く（Windows Vistaのときは、「コンピュー
タ」を開く)。

4. 新しく認識された「リムーバブルディスク（F:)」のアイコンが表示さ
れていることを確認する。
 お使いのパソコンによってドライブ名（F:)は異なることがありま
す。

Macintoshをお使いの場合
1. USB アダプターにメディアを挿入する。（イラスト）
2. パソコンのUSB 端子にUSB アダプターをつなぐ。
3. デスクトップ上にUSB アダプターのディスクアイコンが表示され
れば接続完了です。
 USB アダプターにメディアが差し込まれていないと、ディスクア
イコンは表示されません。

 USB アダプターがパソコンのUSB 端子に接続されているのに
ディスクアイコンが表示されない場合は、USB アダプターとメ
ディアを取りはずし、再度接続してください。

USB アダプター、またはメディアをパソコンからはずす
Windowsをお使いの場合
1. USB アダプターのアクセスランプが点滅していないことを確認す
る。

2. USB アダプター、またはメディアをはずす。
Macintoshをお使いの場合
1. USB アダプターのアクセスランプが、点滅していないことを確認す
る。

2. USB アダプターのディスクアイコンをゴミ箱アイコンに移動する。
3. USB アダプター、またはメディアをはずす。

詳細はパソコンもしくはOSの取扱説明書を参照してください。

アクセスランプの状態 
（パソコンのUSB 端子にUSB アダプターが挿入されている
とき）
消灯：メディアが挿入されていない
点灯：メディアが挿入されている
点滅：メディアにアクセス中







メモリースティック PRO-HG デュオ メディア 
（MS-HX シリーズ）
動作電圧 2.7 V～ 3.6 V
使用条件 -25 ℃～ +85 ℃
（結露のないこと） （シリアル／ 4ビットパラレルデータ転送時）
 -25 ℃～ +65 ℃
 （8ビットパラレルデータ転送時）
外形寸法 約20×31×1.6 mm（W×L×T）
本体質量 約2g

メモリースティック PRO-HG デュオ USB アダプター 
（MSAC-UAH1）
インターフェース Hi-Speed USB（USB 2.0 準拠）
外形寸法 約30×10.2×56.5 mm（W×H×D）
本体質量 約15 g（メディア除く）
使用条件
温度 0 ℃～ 40 ℃
湿度 20%～ 80%（結露のないこと）

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご
了承ください。

Memory Stick（メモリースティック）、Memory Stick Duo（メモ
リースティック デュオ）、Memory Stick PRO（メモリースティック 
PRO）、Memory Stick PRO Duo（メモリースティック PRO デュオ）、
Memory Stick PRO-HG Duo（メモリースティック PRO-HG デュオ）、
Memory Stick Micro（メモリースティック マイクロ）、MagicGate（マ
ジックゲート）、 、およびVAIOはソニー株式会社の商標です。

Microsoft、Windows、Windows Vistaは米国Microsoft 
Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標で
す。

Macintosh、Mac OSはApple Inc.の米国およびその他の国における
登録商標です。

トレードマークおよびトレード名称については、個々の所有者に帰属
するものとします。
本文中では、™、マークは明記していません。

窓口受付時間


