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USBストレージメディア

安全のために
ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品
はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事
故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守り
ください。

安全のための注意事項を守る

はじめて使うときは
ご注意

お買い上げいただきありがとうございます。
電気製品は安全のための注意事項を守ら
ないと、火災や人身事故になることがあ
ります。
この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項
と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書
をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず
保管してください。

故障したら使わない
すぐにお客様ご相談センターにご連絡ください。

万一、異常が起きたら
• 異常な音、においがしたら
• 内部に水、異物が入ったら
• 製品を落としたり、キャビネットを破損
したときは

b

お客様ご相談
センターにご連絡
ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI ）の基
準に基づくクラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使
用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン
受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがありま
す。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

警告表示の意味

USD2G

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の
内容をよく理解してから本文をお読みください。
この表示の注意事項を守らないと、火災・感電
などにより死亡や大けがなど人身事故につなが
ることがあります。
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この表示の注意事項を守らないと、
感電やその他
の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与
えたりすることがあります。

本製品の特長

注意を促す記号

行為を禁止する記号

本製品は、コンピュータの標準インターフェイスであるUSBコネ
クタに直接接続して使用する小型軽量の記録メディアです。

●
「オートシンク」
ソフトウェアを付属

下記の注意を守らないと けが をし
たり周辺の物品に損害を与えたり
することがあります。

コンピュータのハードディスク内に保存されているファイルと
の同期ができる「オートシンク」ソフトウェアが本製品内に保
存されています。

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所には置かない
上記のような場所に置くと、故障の原因となることがあり
ます。取扱説明書に記されている使用条件以外の環境での
ご使用は、故障の原因となることがあります。

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると故障の原因となります。万一、水や異物
が入ったときは、お客様ご相談センターにご連絡くださ
い。そのままコンピュータに接続すると、コンピュータの
故障の原因となることがあります。

内部を開けない
内部の点検、修理はお客様ご相談センターにご連絡くださ
い。

直射日光のあたる場所や熱器具の近くに設置・保管し
ない
内部の温度が上がり、故障の原因となることがあります。

本製品をコンピュータから取り外す場合は、必ず下記の手順で取
り外してください。

デバイスドライバーのインストールは不要です。本製品をコンピュータ
のUSBコネクタに接続するだけで、本製品が自動的に認識され、デバ
イスドライバーも自動的にインストールされます。

Windows XPの場合

対応OS：Windows XP、Windows 2000、Windows Me

大容量記憶装置デバイス］をクリックしてから［停止］ボタンをク
リックしてください。
「ハードウェアデバイスの停止」画面が表示さ
れますので、内容を確認し、
［OK］ボタンをクリックしてくださ
い。
「安全に取り外すことができます」というメッセージが表示され
たら、本製品を取り外してください。

この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。

取扱説明書

取り外し

基本的な使いかた
ご注意
• 本製品を取り外すときは、必ず本書に記載されている手順に従ってく
ださい。取り外しを正しく行わないと、データが正常に記録されない
場合があります。

• 一部のコンピュータでは、BIOSの設定の問題により、本製品を接続
したまま起動や休止をすることはできません。

• 本製品を接続した状態で大きな力を加えないようご注意ください。コ
ンピュータのUSBコネクタが破損すると、コンピュータの故障の原
因となることがあります。

取り付け
本製品のUSBコネクタを引き出し、コンピュータのUSBコネク
タに接続します。本製品をコンピュータに接続すると、［マイコ
ンピュータ］に本製品のドライブアイコン［USB STORAGE
（E:）］が表示されます（ドライブ名はお使いのコンピュータに
よって異なります）。
ハードディスクやフロッピーディスクにコピーするときと同じよ
うに、ファイルやフォルダを本製品のドライブにドラッグ&ド
ロップすることにより、データを記録できます。

画面右下にあるタスクトレイの
（ハードウェアの安全な取り外
し）アイコンをダブルクリックし、表示されるウィンドウで［USB

Windows 2000およびWindows Meの場合
画面右下にあるタスクトレイの
（ハードウェアの取り外しま
たは取り出し）アイコンをダブルクリックし、表示されるウィン
ドウで［USB大容量記憶装置デバイス］または［USBディスク］
をクリックしてから［停止］ボタンをクリックしてください。
「ハードウェアデバイスの停止」画面が表示されますので、内容を
確認し、［OK］ボタンをクリックしてください。「安全に取り外
すことができます」というメッセージが表示されたら、本製品を
取り外してください。

インジケーターの意味について
使用中は本製品の状態に合わせて次のようにインジケーターが点
灯します。
インジケーターの状態

意味

点灯
（緑）

待機中

点滅
（オレンジ）

データ転送中
（点滅中は本製品を取り外さないでください）

消灯

本製品を取り外してもよい状態
（Windows Meでは消灯しません）

「オートシンク」ソフトウェアに
ついて
本製品には、付属のソフトウェア「オートシンク」があらかじめ
保存されています。このソフトウェアを使用すると、コンピュー
タのハードディスク（
［マイドキュメント］フォルダなど）に保存
されているファイルを本製品との間で同期させ、ファイルごとに
最大10回分の更新履歴を保存しておくことができます。
「オートシンク」ソフトウェアを使用する場合は、本製品内の
「Read_this_First」をご覧ください。

主な仕様
記録デバイス
インターフェイス
ポートタイプ
電源
消費電流
転送速度
対応OS
容量
動作温度
動作湿度
保存温度

故障かな?と思ったら

保存湿度
外形寸法

1. ネットワークドライブを使用していませんか?
ネットワークドライブのドライブ名を「E:」、「F:」、「G:」な
どに設定している場合、USBストレージメディアが現れない
場合があります。この場合はネットワークドライブのドライ
ブ名を「X:」、「Y:」、「Z:」などに設定し直してください。

2. 他のUSB機器を使用していませんか?

質量
付属品

1インチハードディスク
Hi-Speed USB（USB 2.0）
Type A USBポート
5 V USBバスパワー（外部電源なし）
最大500 mA
最大80 Mbps
Windows XP/2000/Me
2 GB
5〜35℃（温度勾配20℃/h以下）
8〜80％（結露なきこと）
–20〜65℃（温度勾配20℃/h以下）
8〜90％（結露なきこと）
50×73×13 mm（USBコネクタ収納時）
約55 g

アプリケーションソフトのアップグレードや新製品情報をご案内
するために、ユーザー登録をしていただくことをおすすめしてい
ます。ユーザー登録や詳しい内容についてはポケットビットの
ホームページをご覧ください。本製品を楽しく使っていただくた
めの情報もご案内しています。

保護ケース、
「オートシンク」ソフトウェア
（本製品にプリインストール済み）
、保証書

本製品は日本国内向け販売品です。保証およびユーザーサポート
は日本国内においてのみ有効です。

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。

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理
させていただきます。
部品の交換について
この商品は修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があ
ります。その際、交換した部品は回収させていただきます。
データのバックアップのお願い

http://www.sony.co.jp/pocketbit/

修理に出すまえに、ハードディスクのデータは、お客様にてバッ
クアップされますようお願いいたします。弊社の修理により、
ハードディスクのデータが万一消去あるいは変更された場合に関
しても、弊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。

ソニー株式会社記録メディアのホームページ

http://www.sony.co.jp/media/

保証書とアフターサービス

保証書
際、お買い上げ店からお受け取りください。

使用上のご注意

保証期間経過後の修理は

ポケットビットのホームページ

• この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの

他のUSB機器と同時に本製品を使用すると、応答が遅くなる
ことがあります。

3. 対応しているOSおよび機器で使用していますか?

ユーザー登録のおすすめ

なお、ハードディスクなどの記録媒体そのものの故障の場合に
は、プログラムおよびデータの修復はできません。

部品の保有期間について
当社ではUSBストレージメディアの補修用性能部品（製品の機能
を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後5年間保有し
ています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただき
ます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能
の場合がありますので、お客様ご相談センターにご相談くださ
い。

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保
存してください。

対応していないOSでは、ご使用になれません。

4. 「ストレージデバイスが使用中です」というメッセージが表示
され、本製品を取り外すことができる状態にならない。
本製品を使用中のアプリケーションが起動したままになって
います。アプリケーションソフトを終了させてから本製品を
取り外してください。

• テレビやスピーカー、磁石などの磁気を帯びたものに近づけ
ないでください。本製品に不具合が発生する場合がありま
す。

• 本製品を接続したままコンピュータを起動または再起動した
りスリープモードから復帰させると、正常に動作しないこと
があります。これらの操作は、本製品をコンピュータから取
り外してから行ってください。

• 本製品のUSBコネクタは、180度まで引き出すことができま
す。180度以上の角度で引き出そうとすると本製品が破損する
恐れがありますので、ご注意ください。

• 本製品を接続した状態で大きな力を加えないよう注意してく
ださい。本製品およびコンピュータのUSBコネクタが破損す
る恐れがあります。

• 本製品をUSBハブに接続すると、不具合が発生する恐れがあ
ります。本製品は直接コンピュータに接続することをおすす
めします。

• 本製品に書き込まれたデータは、定期的に他のメディアに
バックアップすることを強くおすすめします。
データに損害が発生しても、弊社では一切の責任を負いかね
ますのでご了承ください。

アフターサービス
調子が悪いときはまずチェックを
この取扱説明書をもう1度ご覧になってお調べください。
それでも具合の悪いときは
お客様ご相談センターにご相談ください。
ご相談の際に下記をお知らせください。

• 型名
• 製造番号
• 故障の症状

• POCKET BITおよびポケットビットはソニー株式会社の商標
です。

• MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporation
の米国およびその他の国における登録商標です。

• その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般
に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文
中ではTM、®マークは明記していません。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。ただし、
保証期間内であっても、有償修理とさせていただく場合がござい
ます。
詳しくは保証書をご覧ください。

□ 弊社による製品保証は、同梱付属品（ソフトウェア含む）を使用
し、指定または推奨するシステム環境を満足し、かつ取扱説明書
に従う正常なご使用の場合において、USBストレージメディア本
体に限り有効です。また、ユーザーサポートなどの弊社サービス
についても、製品保証と同等の使用条件に限り対応致します。
□ 本製品の記録内容の消去、破損等の補修または補償についてはご
容赦ください。
□ 本製品のご使用による、コンピュータ本体や他の機器の不具合、
特定のハードウェア・ソフトウェア・周辺機器に対する適性、ま
たインストールされたソフトウェア相互の適正などに起因する動
作障害、データの損失、あるいは他の偶発的または必然的な損害
に対しては、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承くだ
さい。
□ 本製品は、日本国内向け販売製品です。保証およびユーザーサ
ポートは日本国内においてのみ有効です。
□ 本製品に付属のソフトウェアを使用したことによって生じた金銭
上の傷害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求等につき
ましても、当社は、一切その責任を負いかねます。
□ 本製品に付属のソフトウェアは、本製品以外には使用できません。
□ 本製品に付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更
することがあります。

