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Card Reader/Writer for  16 kinds of CompactMedia

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

本取扱い説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 
最新の情報は、当社Web(http://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。
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はじめに�

この度は16in1アダプタセットADR-PCMLT2をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご
使用の前にこの取扱説明書をよくご覧ください。�
読み終わったあともこのマニュアルは大切に保管してください。�

動作環境�

本製品はPCカード（TypeⅡスロット）を搭載したまたは、CF TypeⅡスロットを搭載した�
次のパソコンに対応しています。�
●対応機種：�
　各社DOS/Vパソコン、PC98-NXシリーズ、iMac、iBook、Power Macintosh G5/G4/G3�
●対応OS：Windows XP･2000･Me･98SE･98･95、Windows CE　�
　※Windows CE使用する場合は、Windows CEの取扱説明書を参照してください。�
　Mac OS Mac OS 9.0・9.1・9.2・10.1.3・10.2～10.2.8・10.3～10.4�
　※Mac OSはPCカード装着時に限る�

■警告�
　下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。�
●分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)�
　※保証の対象外になります。�
●水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)�
●小さな子供のそばでは本製品の取り外しなどの作業をしないでください。�
　(飲み込んだりする危険性があります)

■注意�
　下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。�
●取り付け取り外しの時は慎重に作業をおこなってください。(機器の故障の原因となります)�
●次のようなところで使用しないでください。�
　①直接日光の当たる場所�
　②湿気や水分のある場所�
　③傾斜のある不安定な場所�
　④静電気の発生するところ�
　⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所�
●長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

■お手入れについて�
①清掃する時は電源を必ずお切りください。�
②機器は柔らかい布で拭いてください。�
③シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。�

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)
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16in1アダプタセットは、各種メディアに書き込まれたデータをPCカードスロットを持つパソコン
で読み出したり、あるいは、携帯端末間のデータ交換を行うためのアダプタセットです。�
●2種類のアダプタの組み合わせで16種類のメディアが読める。�
●Win&Mac両対応。�
�

特長�

仕様�

●本製品の取り付け、取り外しをする時には必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべて�
　バックアップ(MO、FD等)をしてください。�
●各メディア内のデータは、必ず他のメディア(MO、FD等)にすべてバックアップしてください。�
※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。�
※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、弊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。�

取扱い上のご注意�

セット内容�

コンパクトフラッシュアダプタ�
（CF TypeⅠアダプタ）�

15in1アダプタ�

Compact 
 Flash

CF

128
M

B

M
ulti M

edia C
ard™

マルチメディア�
カード・�
MMC Plus

SDメモリーカード・�
(Ver 1.1)・�
miniSDカード�

xDピクチャー�
カード・�
(Type H/M)

RS-MMC・�
(4.0)※�

micro SD�
(T-Flash)※�

メモリースティックPRO�
・PRO Duo

メモリースティック�
・Duo

コンパクトフラッシュ�
RS-MMC

PCカードTypeⅡスロット搭載パソコン及び携帯端末・CF TypeⅠスロットを持つ機種�
(15in1アダプタ部のみ）※本製品のみでは使用できません。�

15in1アダプタ部：W90×D61×H11mm/約28g�
CFアダプタ部：W54×D85×H5mm/約22g

Windows XP･2000･Me�
Mac OS 9.0・9.1・9.2、10.1.3・10.1.5・10.2～10.2.8・10.3～10.4�
※Mac OSはPCカード装着時に限る�

対応機種�

サイズ�
重　量�

対応OS

※別途専用アダプタが必要です。�
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本製品の取り付け・取り外しについて

対応メディア

■コンパクトフラッシュアダプタ（CFアダプタ）の場合
コンパクトフラッシュをコンパクトフラッシュアダプタに挿入します。

■コンパクトフラッシュアダプタ+15in1アダプタの場合
15in1アダプタをコンパクトフラッシュアダプタに挿入します。
その後メディアを15in1アダプタに挿入します。

■15in1アダプタの場合（CF TypeⅠスロット搭載パソコンのみ対応）
メディアを5in1アダプタに挿入します。

C
om

pa
ct

 
 F

la
sh

CF

コンパクトフラッシュ

128
M

B

M
ulti M

edia C
ard™

マルチメディア
カード・
MMC Plus

SDメモリーカード・
(Ver 1.1)・
miniSDカード

xDピクチャーカード・
(Type H/M)

RS-MMC・
(4.0)

micro SD
(T-Flash)

メモリースティックPRO
・PRO Duo

メモリースティック
・Duo

RS-MMC

128
M

B

M
ulti M

edia C
ard™

マルチメディア
カード・
MMC Plus

SDメモリーカード・
(Ver 1.1)・
miniSDカード

xDピクチャーカード・
(Type H/M)

RS-MMC・
(4.0)

micro SD
(T-Flash)

メモリースティックPRO
・PRO Duo

メモリースティック
・Duo

RS-MMC

マルチメディア
カード

SDメモリーカード・
(Ver 1.1)・
miniSDカード

メモリースティックPRO
・PRO Duo

※1：別途専用のアダプタが必要です。　※対応メディアは2006年5月現在です。（詳しくはホームページをご確認ください) 

xDピクチャーカードD

xD ）

メモリースティックPRO Duoク

コンパクトフラッシュ

256MB～512MBまでB

まで

2G

まで

2GまでG

4GまでG

SDメモリーカードD

SDメモリーカードD (Ver 1.1)ド

カード

※1

RS-MMC

RS-MMC 4.0

マルチメディアカード

MMC Plus

32MB～2GまでG

まで

～128MB

512MBまでB

※2スロットを同時に使用することはできません。

※2スロットを同時に
　　使用することはできません。
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本製品の取り付け・取り外しについて（続き）

Windows XP・2000・Meで使用する場合

Mac OS9.0・9.1・9.2・10.1.3・10.1.5・10.2～10.2.8・10.3～10.4で使用する場合

必ず各種メディアを16in1アダプタに挿入してからパソコンへ挿入してください。

PCカードの向きを確認してからパソコンに挿入してください。

各種メディアは16in1アダプタへしっかり挿入してください。
各種メディアの挿入が不完全では正常に認識されません。

各種メディアへのアクセス中（読み込みや書き込み）は16in1アダプタを取り
出さないでください。メディア自体やデータが破壊される恐れがあります。

①16in1アダプタをPCカードスロットに挿入し
ます。
②パソコンのPCカードスロットへ挿入した時点
で自動認識されます。
③挿入後「マイコンピュータ」にドライブアイコ
ンが追加されます。追加されていれば、そのま
まご使用になれます。

※タスクバーにもアイコンが追加されます。
※お使いのパソコンによっては再起動する必
要があります。
※OSによって若干違います。

本製品を挿入すると、自動的に認識され、デスクトップ上にドライブアイコ
ンが表示されます。カードを取り外す際はドライブアイコンをごみ箱に入れ
て下さい。自動的に排出されます。

※ご使用の環境によって、
メディアアイコンは異なります。
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16in1アダプタの取り出し方

各種メディアのフォーマット

3.「PCMCIA IDE/ATAPⅠコントローラ」が表示されていること
を確認して、「OK」ボタンをクリックします。

4.「ハードウェアの取り出し」の吹き出しが表示されていることを
確認して、USBケーブルをパソコンから取り外します。

画像はご使用のパソコン・メディア・OSによって若干異なります。

1.タスクバーにある「PCカード」アイコンをダブルクリックします。

メディアのアイコンを選択し、ゴミ箱にドラッグ＆ドロップし、デスクトップ
からアイコンがなくなったことを確認後、アダプタを取り出してください。

2.「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので
　「PCMCIA IDE/ATAPⅠコントローラ」を選択し、「停止」
をクリックします。

■Windows XP・2000・Meの場合

■Mac OS9.0・9.1・9.2・10.1.3・10.1.5・10.2～10.2.8・10.3～10.4の場合

｢マイコンピュータ｣を開き、PCカードのドライブアイコンを選び、右クリック
で｢フォーマット｣を選択して実行します。

※パソコンの種類によっては、表示が異なる場合があります。
※パソコン以外の製品で使用する場合は、それらの製品側でフォーマットをして
ください。パソコンでフォーマットした場合、使用できない場合があります。
※Windows 2000ではフォーマットしないでください。

注意 フォーマットを行うとデータは消え、消去されます。

※ご使用の環境によって、
メディアアイコンは異なります。

保証規定・保証書
1）保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障があり
ました場合は、当社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を商品に添えてお買い上げの販売店まで
お持ちください。

2）次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
①保証書をご提示いただけない場合。
②所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
③故障の原因が取り扱い上の不注意による場合。
④お客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
⑤天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。

3）お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかね
ます。

4）本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責を負わないものと
します。

5）修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
6）保証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）保証書は日本国内においてのみ有効です。

ADR-PCMLT2型番

保 証 書

シリアルナンバー

お名前

ご住所

販売店名・住所・TEL

保証期間　12ヶ月　　お買い上げ年月日　　　　年　　　月　　　日

〒

TEL

担当者名

お
客
様

販
売
店

2006.5現在

092-471-6721  FAX.092-471-8078

011-611-3450  FAX.011-716-8990
022-257-4638  FAX.022-257-4633
052-453-2031  FAX.052-453-2033
06-6395-5310  FAX.06-6395-5315

札幌営業所/〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌
仙台営業所/〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1 -6 -37宝栄仙台ビル
名古屋営業所/〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7カジヤマビル1F
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル
福岡営業所/〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル

076-222-8384

〒700-0825  岡 山 市 田 町 1 - 1 0 - 1 086-223-3311  FAX.086-223-5123
〒140-8566  東 京 都 品 川 区 南 大 井 6 - 5 - 8 03-5763-0011  FAX.03-5763-0033

金沢/

06/05/KNDaNo

www . s a nwa . c o . j p


