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メモリカードについて

対応一覧

メモリカード
の種類

使用する機器
SDXC対応
機器

SDHC対応
機器 SD対応機器 microSDXC

対応機器
microSDHC
対応機器

microSD対
応機器

ビデオカメ
ラ、デジカ
メなど

ビデオカメ
ラ、デジカ
メなど

ビデオカメ
ラ、デジカ
メなど

スマート
フォン、タ
ブレット機
器など

スマート
フォン、タ
ブレット機
器など

スマート
フォン、タ
ブレット機
器など

SDXCメモリー
カード 〇 × × × × ×

SDHCメモリー
カード 〇 〇 × × × ×

SDメモリー
カード 〇 〇 〇 × × ×

microSDXC
カード

変換アダプ
ターを使用 × × 〇 × ×

microSDHC
カード

変換アダプ
ターを使用

変換アダプ
ターを使用 × 〇 〇 ×

microSDカード 変換アダプ
ターを使用

変換アダプ
ターを使用

変換アダプ
ターを使用 〇 〇 〇

メモリーカードの種類

SDXC/SDHC/SDメモリーカード
容量が2GB以下のものをSDメモリーカード、2GB超をSDHCメモリーカード、32GB超をSDXCメモリーカード
と呼びます。

LOCK 側

誤消去防止スイッチ
(ライトプロテクトスイッチ、ライトプロテクトタグ）

おもて面

「LOCK」側にすることで、データの書き込みを禁止できます。
※ただし、本製品を使用する機器がライトプロテクト機能に対応している
　必要があります。
※誤消去防止スイッチは端（停止するところ）まで動かしてください。
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対応機器
種類 対応機器
SDXCメモリーカード •	 SDXCメモリーカード対応機器

SDHCメモリーカード •	 SDXCメモリーカード対応機器
•	 SDHCメモリーカード対応機器

SDメモリーカード
•	 SDXCメモリーカード対応機器
•	 SDHCメモリーカード対応機器
•	 SDメモリーカード対応機器

microSDXC/microSDHC/microSDカード
SDXC/SDHC/SDメモリーカードをさらに小型化したメモリーカードです。容量が2GB以下のものをmicroSD
カード、2GB超をmicroSDHCカード、32GB超をSDXCカードと呼びます。

対応機器
種類 対応機器

microSDXCカード

•	 microSDXCカード対応機器
メモ: 変換アダプターを使用すると、SDXCメモリーカード対応機器でも使用で
きます。（SDHCメモリーカード対応機器、およびSDメモリーカード対応機器では
使用できません。）

microSDHCカード

•	 microSDXCカード対応機器
•	 microSDHCカード対応機器

メモ: 変換アダプターを使用すると、SDXCメモリーカード対応機器、およびSDHC
メモリーカード対応機器でも使用できます。（SDメモリーカード対応機器では
使用できません。）

microSDカード

•	 microSDXCカード対応機器
•	 microSDHCカード対応機器
•	 microSDカード対応機器

メモ: 変換アダプターを使用すると、SDXCメモリーカード対応機器、SDHCメモ
リーカード対応機器、SDメモリーカード対応機器でも使用できます。

変換アダプター
本製品に付属の変換アダプター（付属していない場合は別売の当社製変換アダプター）を使用することで、
「対応一覧」（P.2）のとおり、microSDXC/microSDHC/microSDカードを、SDXC/SDHC/SDメモリーカード対
応機器に接続できます。（変換アダプターに対応していない機器もありますので、各機器の取扱説明書などで
確認してください。）変換アダプターに取り付けるときは、microSDXC/microSDHC/microSDのロゴが記載さ
れた面を上にして▲の向きに挿入してください。取り外すときは、microSDXC/microSDHC/microSDカードを
まっすぐ引き出します。
変換アダプターには誤消去防止スイッチがついており、データの書き込みを禁止できます。誤消去防止スイッ
チの操作は、「SDXC/SDHC/SDメモリーカード」（P.2）の説明を参照してください。
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変換

アダプター

メモ: 変換アダプターによっては、microSDXC/microSDHC/microSDカードを挿入する場所がイラストと異な
ることがあります。

コンパクトフラッシュ

対応機器
コンパクトフラッシュスロット搭載機器でお使いいただけます。また、PCカードアダプター（別売）を使うこと
で、PC	CARD	TypeIIスロット搭載のパソコンでもお使いいただけます。
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スピードクラスについて
スピードクラスとは、SDXC/SDHC/SDメモリーカード、およびmicroSDXC/microSDHC/microSDカードの転送
速度（保証値）の区分です。本製品のスピードクラスは、ラベル面に記載されています。（SDXC/SDHC/SDメモ
リーカード、microSDXC/microSDHC/microSDカードのみ）「UHSスピードクラス」は「SDスピードクラス」を上
回る最大転送速度に対応した規格です。
種類 クラス 転送速度（保証値） 転送速度（最大）
UHSスピードクラス （UHS-I	Class1） 10MB/秒以上 104MB/秒

SDスピードクラス

10MB/秒以上 25MB/秒

6MB/秒以上 12.5MB/秒

4MB/秒以上 12.5MB/秒

2MB/秒以上 12.5MB/秒

メモ: お使いの機器が対応するスピードクラスも確認してください。
本製品より高いスピードクラスに対応した機器では、本製品をお使いになれません。（Class10のメモリーカー
ドを、UHS-I	Class1対応の機器で使用する場合を除く）
また、本製品より低いスピードクラスに対応した機器では、転送速度はお使いの機器のスピードクラスに制限
されます。本製品と同じスピードクラスの機器で使用することをおすすめします。

本製品のスピードクラス お使いの機器が対応する
スピードクラス 転送速度

（UHS-I	Class1）

（UHS-I	Class1） （UHS-I	Class1）

（UHS-I	Class1）

（UHS-I	Class1）
使用できません
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（UHS-I	Class1）

使用できません

（UHS-I	Class1）

使用できません
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安全にお使いいただくために必ずお守りください
•	 本製品を取り付け、使用する際は、必ず各機器の取扱説明書を参照し、メーカーが提示する警告や注意指示
に従ってください。

•	 小さなお子様の手に届かないところで使用・保管してください。
誤って飲み込むと、窒息したり、体に悪影響を及ぼしたりする恐れがあります。万が一、飲み込んだと思わ
れる場合は、すぐに医師にご相談ください。

•	 製品の端子に液体や異物（細かいゴミやほこり、金属片など）が付着しないよう注意してください。また、
使用前に異物が付着していないか確認し、付着していた場合は取り除いてから使用してください。
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電の原因になります。

•	 メモリーカード内のデータは、必ずほかのメディア（ハードディスクなど）にバックアップしてください。
特に、修復、再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前、更新後と、常に二重のバックアップを作成
されることをおすすめします。次のような場合に、データが消失、破損する恐れがあります。
	◦誤った使い方をしたとき
	◦静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
	◦故障、修理などのとき
天災による被害を受けたとき上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破
損した場合、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

•	 次の場所では使用しないでください。故障の原因になります。
	◦強い磁界、静電気が発生する場所
	◦温度、湿度が本製品の使用環境を超える場所
	◦結露する場所
	◦ほこりの多い場所

•	 本製品を折り曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
本製品の故障の原因になります。本製品は精密機器ですので、慎重に取り扱ってください。

•	 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れ
て、体の静電気を取り除いてください。
体などからの静電気は、本製品を破損させる恐れがあります。

•	 防水仕様でない製品※を、濡れた手で本製品に触らないでください。感電や故障の原因になります。
•	 防水仕様の製品※の場合、水に濡らしたら、すぐに水をふき取り、十分に乾燥させてからご使用ください。
水がついたまま使用された場合、感電・故障の原因となります。

※お使いの製品が防水仕様かどうかは、当社ホームページ（https://www.buffalo.jp/）または製品のパッケージ
を参照してください。

使用上の注意
•	 使用する機器によっては、使用可能なメモリーカードの容量に制限があります。使用する機器の取扱説明
書で確認してください。

•	 本製品を正しい向きに、奥までしっかりと差し込んでください。誤った向きに差し込んだり、差し込みが不
充分な場合、正常に動作しません。

•	 ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったときなどに大きな力が加わり、故障する可能性があ
ります。また、本製品にケースが付属されている場合、保管するときや持ち運ぶときは付属のケースに入れ
てください。

•	 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。
条例の内容については、各地方自治体にお問合せください。

•	 パソコンに接続した場合、パソコンで表示されるメモリーカードの容量が、ラベルに記載の容量より若干
少なく表示される場合がありますが、実際には同じ容量であり、異常ではありません。

https://www.buffalo.jp/
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•	 本製品をフォーマットする場合は、必ずお使いの機器（デジタルカメラなど）で行ってください。パソコン
でフォーマットした場合、お使いの機器で使用できなくなることがあります。

•	 使用する機器の仕様により、本製品をフォーマットすると、使用可能な容量が減少することがあります。減
少する容量は、使用する機器によって異なります。また、一度フォーマットしてしまうと出荷時の容量に戻
すことができなくなる場合があります。

•	 防水仕様でない製品※を、水に濡らしたり、湿度の高い場所で使用したりしないでください。
•	 防水仕様の製品※は、完全防水ではありません。長時間水中に沈めたり、多量の水や強い水しぶきをかけた
りしないでください。また、年月による劣化や、外部からの衝撃などにより、製品の防水性能は維持されな
い場合があります。防水性能は、内部データを保証するものではありませんので、ご注意ください。

※お使いの製品が防水仕様かどうかは、当社ホームページ（https://www.buffalo.jp/）または製品のパッケージ
を参照してください。

本書について
•	 本書の著作権は当社に帰属します。本書の一部または全部を当社に無断で転載、複製、改変などを行うこと
は禁じられております。

•	 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があ
り、現に購入された製品とは一部異なることがあります。

•	 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありまし
たら、お買い求めになった販売店または当社サポートセンターまでご連絡ください。

•	 本製品（付属品等を含む）を輸出または提供する場合は、外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連
法規等の規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。

•	 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載さ
れた取扱方法に違反する使用はお止めください。

免責事項
•	 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び
高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されており
ません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災
事故、社会的な損害などが生じても、当社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムな
どにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願
います。

•	 本製品は、日本国内での使用を前提に設計・製造されています。日本国外での使用における故障・不具合に
ついての責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

•	 当社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合
については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続し
て使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバッ
クアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったた
めに、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、当社はその責任を負いかねますのであら
かじめご了承ください。

•	 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当社に故意または重大な過失が
あった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。

•	 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品
に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

•	 本書に記載された責任は、日本国内においてのみ有効です。

https://www.buffalo.jp/


9

メモリカードについて

商標・登録商標
•	 SDロゴ、SDHCロゴ、SDXCロゴ、microSDTM、microSDTMカード、microSDHCTM、microSDHCTMカード、
microSDXCTM、microSDXCTMカードは、SD-3,	LLCの商標です。

•	 BUFFALOTMは、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に
各社の商標または登録商標です。本書ではTM、ⓒ、Ⓡなどのマークは記載していません。
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