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ご使用になる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万が一、不足がありましたらお買い求めの販売店へご連絡ください。

最初にご確認ください

カードリーダー取扱説明書

セット内容

カードリーダー本体・クイックガイド



USB Type-AからMicro USB Type-Bの変形方法

●「USB Type-A」としてご使用の場合
　右写真の状態でパソコンのUSBポート
　等に挿し込むことができます。

●「Micro USB Type-B」としてご利用の場合
　端子を矢印の方向に開くことで
　Micro USB Type-Bに対応した機器
　に挿し込むことができます。

矢印の方向に端子を開くと
「Micro USB Type-B」
としてご使用可能

SDカード・MicroSDカードの正しい取り扱い方法

SD(TF)カードスロット MicroSDカードスロット

各部名称

◯正しい向き ◯正しい向き

製品表面に対して
表向きに⑦番へ挿し込みます

製品表面に対して
裏向きに⑥番へ挿し込みます

①iOS機器用端子
②USB Type-A または
　Micro USB  Type-B（開いた状態)
③USB Type-C
④USBポート
⑤LEDランプ
⑥Micro SDカードスロット
⑦SD(TF)カードスロット

①

②

③

④ ⑦⑥⑤

製品表面

USB Type-A

Micro USB Type-B



動作環境

●対応機種：iPhone、iPad、Windows 、Mac、Android、タブレット
※ご使用の機種、バージョンによって、表示方法、操作方法が異なる場合がございます。
※AndroidやiOS機器に標準インストールされている「ファイルアプリ（機器により名称が異なる）」を
　ご使用いただくことでSDカードなどの記録媒体に接続可能です。
※すべての機種での動作を保証するものではありません。

仕様
●カラー：グレー/ブラック/ゴールド
●素材：ABS
●伝送速度：最大480Mbps(USB2.0) 
●サイズ：(約)幅：7.4cm  奥行：4.3cm  高さ：1cm
●対応容量：USBメモリ(最大512GB)、SDカード(最大512GB)

特徴

●スマートフォンやタブレットのUSBホスト機能に対応したカードリーダーです。
●スマートフォンと本製品を接続すると、動作確認用のLEDランプが点灯します。
●USBメモリ・SDカード・Micro SDカードに対応しております。
　※すべてのUSBメモリ・SDカード・Micro SDカードでの動作を保証するものではありません。



ご使用方法(iPhone/iPad)

①iPhone/iPadにデフォルトでインストールされている
【ファイル】アプリを起動します。

※iOSのバージョンが11以前の場合、ファイルアプリが
　非対応の可能性がございます。iPhone/iPadの
　バージョンアップを行ってください。

②ブラウズタブを選択し、右の画面を表示します。
　iPhone/iPadに本製品のiOS機器用端子を
　挿し込みます。

③本製品に使用する記録媒体を挿し込みます。
　

④挿入した記録媒体名が表示されますので
　選択することで記録媒体のフォルダへ
　アクセスすることができます。

※挿し込み方向にご注意ください。誤った方向に無理に
　挿し込んだ場合、ご使用の機種、本製品、
　記録媒体が破損する可能性がございます。

※フォルダを作成する場合は、ファイルアプリのフォルダを
　作成したい場所まで選択し、　から新規フォルダを選択し
　作成するか、データ一覧の空欄を長押しし、新規フォルダを
　選択することで作成が可能です。

①ファイルアプリを起動 App Store画面

④記録媒体名を選択する

記録媒体名が
割り当てられていない場合
[NONAME]や[Untitled]の
表示名になる場合があります。

②【ファイル】アプリ画面の
　ブラウズをタップし
本製品を挿し込む

③SDカードなど
記録媒体を挿し込む



■記録媒体からiPhone/iPadへデータを移動する場合
①移動したいデータを選択し、長押しします。
②ファイルメニュー一覧が表示されるので
　「移動」から保存したい場所へコピーします。

①移動したい
　データを長押しする

②移動を選択し
　保存したい場所へコピーする

■iPhone/iPadから記録媒体へデータを移動する場合

写真アプリの場合
　①移動したいデータのあるアプリを起動します。
　②アプリ内で移動したいデータを選択し、　アイコンをタップします。
　③メニュー画面より”ファイル”に保存を選択します。
　④表示されている記録媒体名（ここではNO NAME)から保存したい場所を選択します。
　⑤保存をタップすることで記録媒体へのデータ移動ができます。

①写真アプリを起動 ③”ファイルに保存”を選択

⑤保存をタップ

④保存したい場所を選択②　   アイコンをタップ



iPhone/iPadからWindowsへのデータ移動についての注意

iPhone/iPadのカメラアプリで撮影したデータの拡張子は、Windowsで対応していない場合が

ございます。エラーメッセージが表示され、画像が見られない場合でも、データやメモリカード

の破損ではございません。

データが表示できない場合は、データの拡張子をWindowsに対応している拡張子に変換

するか、Windowsをデータの拡張子に対応できるよう機能拡張する必要がございますので、

そちらをお試しください。

本製品、記録媒体の安全な取り外し方法(iPhone/iPad)

データの再生、コピー、移動を行っていないことを確認してください。

動作中に本製品、記録媒体を取り外した場合データ破損の可能性がございます。

iPhone/iPadは上記の確認が出来ましたら、本製品、記録媒体を取り外してください。



②
接続した記録媒体の
場所を選択する
（名称は各記録媒体に
よって異なる）

④
移動させたいファイル
を長押しする
　

③
移動させたいファイルが
ある場所まで移動する

　

⑤「移動」または「コピー」をタップ

⑥
移動したいフォルダを選び
ファイルを移動する
　

①
マイファイル
アプリを開く

①本製品のUSB-TypeC端子をAndroid端末へ挿し込み
SDカードなどの記録媒体を本製品に挿し込みます。
②「【マイファイル】アプリを開く」または 
「カードリーダーを接続した際に表示される通知をタップ」
して【マイファイル】アプリを開きます。

ご使用方法(Android) 

■記録媒体からAndroid端末へデータを「移動」または「コピー」する場合

※Android端末から記録媒体へデータを「移動」「コピー」する場合も同様の手順で実行できます

①「マイファイル」アプリを開きます。
②接続したい記録媒体（ここでは、ユーザーメモリ本体１）を選択します。
③移動させたいファイルのある場所まで移動します。
④「移動」または「コピー」したいファイルを長押しして選択します。
⑤移動させたいファイルを全て選択します。「移動」または「コピー」をタップします。
⑥移動させたいフォルダ（ここではAndroidのPictures）へ移動します。 

①SDカードなどの
　記録媒体を挿し込む

②
マイファイル
アプリを立ち上げる

■Galaxy S20（Android端末）の場合

ご使用のAndroid端末によって操作方法が異なる場合がございます。　

アプリ内で転送したい写真・動画ファイルなど自由に
Android端末と記録媒体の間でデータ移動が可能です。 



①「バッテリーとデイバイスケア」をタップ

②「ストレージ」をタップ

③「　アイコン」をタップ

④詳細設定をタップ

⑤記録媒体の名称をタップ

⑥マウント解除をタップ

①設定画面を開き、「バッテリーとデバイスケア」をタップします。
②「ストレージ」をタップします。
③内部ストレージの画面が表示されるので画面右上の　アイコンをタップします。
④右上の「詳細設定」をタップします。
⑤下にスクロールし、記録媒体の名称（ここではMass製USBドライブ)をタップします。
⑥「マウント解除」をタップすることで、製品を取り外すことができます。

本製品、記録媒体の安全な取り外し方法(Android)

■Galaxy S20（Android端末）の場合

・・・

・・・



×

Android端末は、標準でインストールされている【ファイルアプリ】を使用することで
ファイルの移動やコピーが行えます。ただし、USB OTG機能のある端末のみご使用
できます。USB OTG機能に対応しているかどうかは下記のUSB OTGチェッカーを
Google Playストアよりインストールし、ご確認ください。

※OTG機能とは、Android端末に、パソコンなしで、マウスやキーボード、USBメモリ、
　SDカードなどのUSB周辺機器を接続できるようにする機能のことです。

GooglePlayストアで
USB OTG チェッカーを
インストールし、
アプリを実行します。

ご使用のAndroid端末が
USB OTG機能に対応。
本製品が使用可能◯

OTGチェッカー確認画面

ご使用のAndroid端末が
USB OTG機能に非対応。
本製品が使用不可×

ご使用中のAndroid端末でのOTG機能の確認方法

■OTG機能の確認方法



①パソコンの電源を入れ、Windowsが立ち上がった
　状態にします。本製品にSDカードなどの記録媒体を
　挿し入み、パソコンのUSBポートに挿し込みます。

ドライバをインストールする必要がなく接続するだけで
 簡単に使用することができます。

USBポートへ挿し込む

1)PCと入力

2)PCアプリを選択

②接続後、自動的にソフトウェアの
　インストールが行われます。
　Windowsタスクバーにインストール完了の
　メッセージが表示されます。

③SDカード内のフォルダが表示され撮影写真などの
　データのコピーや移動ができます。

※フォルダが表示されない場合、１）Windowsタスクバー
　の検索入力フォームに「 PC 」と入力し、2）PCアプリ
　を選択します。3)デバイスとドライブの表示一覧に
　USBドライブアイコンが表示されますので
　ダブルクリックしてフォルダを開きます。

使用方法(Windows10)

※挿し込み方向にご注意ください。誤った方向に挿し込んだ場合、ご使用の機器、本製品、記録媒体、
　データが破損する可能性がございます。 

3)USBドライブからフォルダを開く

SDカード内フォルダ画面



■パソコンの電源が入っている場合

②Windows画面右下にあるタスクバーの
　通知領域にある　　アイコンをクリックします。

③展開された　アイコンをクリックし
　リムーバルデスク（ここではMass Storage Device)
　を選択し、取り外しを実行します。
　「ハードウェアの取り外し
　USB大容量記憶装置はコンピューターから
　安全に取り外すことができます。」のメッセージ
　がでたら本製品をパソコンから取り外すことが
　できます。

①本製品に挿入されているSDカードなどの記録媒体で使用しているアプリを
　すべて終了します。

そのまま本製品を取り外してください。
■パソコンの電源が切れている場合

本製品、記録媒体の安全な取り外し方法(Windows10)

※本製品を取り外す時は、アクセスしているアプリをすべて終了してください。
　ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取り外すと、データが破損、消失する恐れがございます。

     アイコンをクリックし
　ハードウェア取り外しを実行

ハードウェアの取り外しメッセージが
表示されたら取り外し可能

　  をクリックしアイコン一覧を表示させる



本製品、記録媒体の安全な取り外し方法(Macの場合)

※記録媒体名が割り当てられていない場合、
　[NONAME]や[Untitled]の表示名になる場合がございます。

①パソコンの電源を入れ、Macが立ち上がった
　状態にします。本製品にSDカードなどの記録媒体を
　挿し込み、パソコンのType-Cポートに挿し込みます。

②Macのデスクトップ上に
　ご使用のUSBデバイスアイコンが表示されます。

③表示されたUSBデバイスアイコンを開きます。
　SDカード内のフォルダが表示され
　撮影写真などのデータのコピーや
　移動がご使用できます。

　USBデバイスアイコンをクリックし
　USBデバイスのメニュー一覧を表示させます。
　２項目の「“NO NAME”を取り出す」を選択すると
　USBデバイスアイコンがデスクトップ上からなくなり
　本製品を安全に取り出すことができます。
　

ドライバをインストールする必要がなく接続するだけで
 簡単に使用することができます。

Type-Cポートへ
本製品を挿し込む

使用方法(Macの場合)

※挿し込み方向にご注意ください。
　誤った方向に無理に挿し込んだ場合、ご使用のデバイス、本製品、記録媒体が破損する可能性がございます。



注意事項

●本製品を使用し、データの消失やデバイスに不具合が起こった場合、弊社では一切の
　責任を負いかねます。
●本製品は汎用品となります。お使いのデバイス、OSのバージョンによってはご使用
　いただけない可能性がございます。
●安価なものや、一部メーカー品の外部メディアは非対応の可能性がございます。
●お子様や意思表示が困難な方の使用、及び乳幼児の手の届く場所でのご使用、保管は
　しないでください。
●水濡れ、高温多湿な環境での使用はしないでください。
●分解、修理はしないでください。
●本製品の使用や故障によって生じた損害について、直接、間接問わず弊社では一切の
　責任を負いかねます。予めご了承ください。
●改良や仕様変更により、商品ページ、カタログ、取扱説明書と一部仕様が異なる場合が
　ございます。予めご了承ください。
●重要なデータの移動時は必ずバックアップを行い、データの移動を行ってください。
　（本製品を使用してのデータの消失・破損・お使いの機器の不具合については
　　弊社は一切の責任を負いかねます。）
●動作中（操作完了前）やシャットダウン中でも記録媒体がファイルの読み書きをしている
　ことがございます。説明書に記載している各端末の「本製品、記録媒体の安全な取り出し
　方法」をご確認いただき、取り外しを行ってください。正しい方法で取り外しを行わない場合、
　エラーやデータの消失、破損が起きる可能性がございます。


