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ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はまちがった
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

TransferJet™ ステーション

故障したら使わない

TJS-1
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。

煙が出たら
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、破損したときは

Sony Corporation

 ケーブルを抜く。



 パソコン等の接続先機器の
電源を切る。
 ご購入元に連絡する。

警告表示の意味

注意を促す記号

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の原因となります。

マークがついています。

TransferJet とは
通信したい機器を直接かざすだけで、高速にデータ
を転送できる近接無線転送技術です。ケーブル接続
なしで、画像などの大容量データを転送することが
できます。

こんなことができます
 TransferJet 対応のデジタルカメラなどを本機の上に載せて、パソコンに動画や静


止画を転送できます。
TransferJet 対応のデジタルカメラなどを本機の上に載せて、デジタルフォトフレー
ム * やテレビ * でカメラの静止画を見ることができます。

* 再生できるのは、USB 端子付きの静止画再生可能な機種のみです。
最新情報は、ウェブサイトをご覧ください。
ご注意

 本機を接続する機器のメーカーが USB ポートの動作を保証している機器でのみご利用になれま
す。
 本機に載せる TransferJet 対応機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
 お買い上げの国や地域以外では、本製品を使用しないでください。
国や地域によっては電波制限があるため、本製品を使用した場合罰せられることがあります。

最新情報および接続対応機器については、ウェブサイトをご覧
ください。
http://www.sony.co.jp/support

故障の原因となることがあります。

故障の原因となることがあります。
 直射日光の当たる所、熱器具の近くなど、温度の高い所
 激しい振動のある所
 強力な磁気のある所
 腐食性ガスの発生する所

故障かな？と思ったら
■電源ランプがつかない
 USB ケーブルのプラグはしっかり差し込んでありますか？


行為を禁止する記号

下記の注意を守らないと、

マーク同士を合せていますか？接続表示ランプで通信状態を確認してください。

火災や感電、けがの原因となります。

* 法規制などにより、TransferJet 搭載メモリースティック  は国や地域によっては発売されてお

上記のような場所に置くと、火災や感電の原因と
なります。

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原因となります。
万一、水や異物が入ったときは、すぐにケーブル
を抜き、ご購入元にご連絡ください。そのまま接
続すると、故障の原因となることがあります。

飛行機の中では使わない

アフターサービス
調子が悪いときはまずチェックを
この説明書をもう一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
お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサー
ビス窓口にご相談ください。

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。詳しくは保証書をご覧くださ
い。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について
当社では補修用性能部品（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 6 年間保有しています。この部品保有期間を修理可能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
買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

■その他

分解や改造をしない

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所
では使わない

 この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受
け取りください。
 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。
 保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。

 TransferJet 対応機器以外に、金属製のものを本機の上に載せていませんか？
 TransferJet 対応機器以外に、金属製のものを本機に近づけていませんか？
 本機の上に同時に 2 つ以上の TransferJet 対応機器を載せていませんか？
 TransferJet 対応機器を本機の上に載せていますか？ TransferJet 搭載メモリース
ティック * の挿入が必要な場合があります。
 本機に載せる機器の電源を入れ、TransferJet 機能を有効な状態にしてありますか？
 カメラによっては、カメラ側で接続メディアを選ぶ必要があります。操作手順の詳
細は、カメラの取扱説明書をご覧ください。
 本機に載せる機器によっては、ファイルの書き込みや削除ができないことがありま
す。
 本機があたたかくなることがありますが、故障ではありません。
 本機では載せた機器の充電はできません。
 本機から TransferJet 対応機器を降ろしたあと、数秒間、接続表示ランプが点灯し
たままになることがありますが、故障ではありません。
 ファイル転送中は、USB ケーブルを外したり、本機から TransferJet 対応機器を降
ろしたりしないでください。ファイルが壊れることがあります。
 接続先機器から、本機が認識されない場合は、USB ケーブルを抜き差ししてくだ
さい。
 本機に載せる機器の仕様によっては、通信できないことがあります。詳しくは、本
書の左下記載のウェブサイトをご覧ください。
 電源を入れた機器を本機に載せたままにすると、載せた機器の電池が消耗すること
があります。データ転送しないときは、機器を本機から降ろしてください。

火災・感電により大
けがの原因となります。

本機は、SCSI Block Device Target の TrasnferJet 対応機器と通信可能です。
** 一部、USB 接続と異なる動作をすることがあります。

本体に強い衝撃を与えない、強い力で押さない

■データを転送できない

はじめに

* TransferJet 対応機器には

保証書

家財に損害を与えたりすること

下記の点をご確認ください。

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。

Printed in Japan

本機を使うと、TransferJet 対応機器 * のデータを転送できます。本機とパソコンな
どを USB ケーブルで接続して、カメラなどの TransferJet 対応機器を本機の上に載
せると、USB 接続したときと同じように、TransferJet 対応機器内のファイルをパソ
コンなどから操作することができます **。

り周辺の
があります。

次のような場所に置かない

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家財に損害を与えたりするこ
とがあります。

©2010

保証書とアフターサービス

ケーブルが断線し、故障の原因となることがあります。

万一、異常が起きたら





下記の注意事項を守らないと、

ケーブルを強く引っ張ったり、曲げたり、
押しつぶしたりしない

この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。

すぐにご購入元にご連絡ください。

取扱説明書

けがをした

安全のために

りません。

商標と著作権について
 メモリースティック 、 TransferJet 、および TransferJet ロゴはソニー株式会社
の商標または登録商標です。
 Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国
及びその他の国における登録商標または商標です。
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。
 Macintosh、
 本ドキュメントの一部または全部をソニー株式会社の書面による許可なく複写また
は複製することは、その形態を問わず禁じます。
 本ドキュメントの内容は予告なく変更することがあります。
 その他記載されている会社名、製品名、システム名等は、各社の登録商標もしくは
商標、または弊社の商標です。なお、本文中では 、 マークは明記していません。

準備
ご使用の前に、USB ケーブル（付属）を本機裏面に取り付けてください。次に、パ
ソコンなどの接続先機器に USB ケーブルをつないでください。

使いかたの例：
カメラの動画や静止画をパソコンに取り込む

使いかたの例：
デジタルフォトフレームで静止画を見る

TransferJet 対応カメラの動画や静止画を、パソコンに取り込むことができます。

USB 接続対応のデジタルフォトフレームとつないで、TransferJet 対応カメラの静止
画を見ることができます。

お手入れについて
 汚れたときは、柔らかい布やティッシュペーパーなどで、きれいに拭き取ってください。
汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に柔らかい布をひたし、固くしぼってから汚れを拭
き取り、乾いた布で仕上げてください。
 アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装がはがれたりす
ることがあります。
 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質した
り、塗装がはがれたりすることがあります。

主な仕様

ON

通信方式

本機裏面

ON

ON

モード切替スイッチ
将来の機能拡張用です。スイッチは MODE 1 の位置
（出荷時の設定）でご使用ください。

ご注意
 USB ケーブルは付属のものをご使用ください。
 パソコンに接続する場合、パソコン本体に直接接続してください。USB ハブ経由で接続した場合
の動作保障はいたしません。
 Windows パソコンをお使いの場合、本機をパソコンから取り外すときは、パソコンのデスクトッ
プ右下で、アイコン ［USB 大容量記憶装置を安全に取り外します］をクリックして、USB ケー
ブルを抜いてください。本書の説明に使用しているパソコンの画面は、Windows Vista のもので
す。お使いの OS によって画面表示や操作方法は異なります。

TransferJet 対応機器を本機に載せる前に、接続先機器の電源を入れ、本機の電源ラ
ンプが点灯していることを確認してください。載せるときは、機器の
本機の

対応 Protocol Class（通信種類または通信手段）

パソコンの推奨環境
OS: Windows
Windows 7
Windows Vista (Service Pack2)
Windows XP（Service Pack3）
Macintosh
Mac OS X (v10.3-v10.6)

USB ポート装備
ご注意

TransferJet 対応機器の載せかた
マークを

マークに合わせて載せてください。

そのあと、接続表示ランプがなるべく多く点灯するように、載せた機器の位置を調整
してください。多く点灯したほうがデータ転送速度が速くなります。*

* 本機に載せる機器や周囲の無線機器の影響により、接続表示ランプの点灯の状態が変わることが
あります。

 推奨動作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。
 ハードウェアとソフトウェアの組み合わせによっては、上記の条件を満たしていても正常に動作
しない場合があります。
 パソコンの機種によっては、接続したパソコンがスタンバイ／休止モードになったあとは、本機
が正常に動作しなくなることがあります。その場合は、USB ケーブルを抜き差ししてください。

1

パソコンの電源を入れる

2

TransferJet 対応カメラを本機に載せる

本機の電源ランプが点灯します。

 あらかじめ本機に載せる機器の電源を入れ、TransferJet 機能を有効な状態にしてください。
 TransferJet 対応カメラの種類によっては、あらかじめカメラに TransferJet 搭載メモリース
ティック
を挿入しておく必要があります。

 載せかたについては、「TransferJet 対応機器の載せかた」をご覧ください。

3
接続表示ランプ

データを転送する
P
 MB（Picture Motion Browser）* がインストールされている Windows
パソコンをご使用の場合 :
PMB の取り込み画面が表示されます。

* PMB は、ソニー製カメラなどに付属しているソフトウェアです。

ON

ON

電源ランプ

ご注意
 あらかじめ本機に載せる機器の電源を入れ、TransferJet 機能を有効な状態にしてください。
 載せる機器がカメラの場合、TransferJet 対応カメラの種類によっては、カメラ側の操作が必要な
場合があります。
 載せる機器がカメラの場合、TransferJet 対応カメラの種類によっては、あらかじめカメラに
TransferJet 搭載メモリースティック  を挿入しておく必要があります。
 本機から TransferJet 対応機器を降ろしたあと、数秒間、接続表示ランプが点灯したままになる
ことがありますが、故障ではありません。
 データ転送しないときは、機器を本機から降ろしてください。電源を入れた機器を本機に載せた
ままにすると、載せた機器の電池が消耗することがあります。

［取り込み開始］ボタンをクリックして、動画や静止画のデータを取り込んで
ください。取り込み画面が表示されない場合は、カメラの液晶画面で、取り込
み元のメディアを選んでください。


PMB がインストールされていない Windows パソコンをご使用の場合：



Macintosh をご使用の場合：

 ヒント
マークが側面にある機器の場合は？
本機を立てて

マーク同士を近づけて置いてください。

ON

ON

エクスプローラで、本製品のフォルダを開きます。
フォルダの中にある画像ファイルをドラッグアンドドロップでパソコンにコ
ピーしてください。画像が入っているフォルダは、お使いの環境や本機に載せ
る機器によって異なります。Winsows Vista および XP をご使用の場合は、本
製品のフォルダは 4 つ表示されます。Windows7 をご使用の場合は、画像ファ
イルが入っているフォルダのみ表示されます。
デスクトップ上の新しく認識されたドライブアイコンの中にある画像ファイル
を、ドラッグアンドドロップでパソコンにコピーしてください。画像が入って
いるフォルダは、お使いの環境や本機に載せる機器によって異なります。

ご注意
スタンドを 90 度回転させると安定します。
USB ケーブルを図の位置から出してください。

1

デジタルフォトフレームの電源を入れる

2
3

TransferJet 対応カメラを本機に載せる

本機の電源ランプが点灯します。

デジタルフォトフレームで再生操作を行う
操作手順の詳細は、デジタルフォトフレームの取扱説明書をご覧ください。
ご注意
 あらかじめ本機に載せる機器の電源を入れ、TransferJet 機能を有効な状態にしてください。
 TransferJet 対応カメラの種類によっては、あらかじめカメラに TransferJet 搭載メモリース
ティック
を挿入しておく必要があります。

 再生できるのは、USB 端子付きの静止画再生可能な機種のみです。
 載せかたについては、「TransferJet 対応機器の載せかた」をご覧ください。

テレビ * につないで静止画を見ることもできます。

ご注意

ON

使用周波数帯域

TransferJet 規格
PHY-CNL Spec.Rev.1.0 準拠
PCL Spec Rev.1.0 準拠
4.48 GHz（中心周波数）
（4.20 GHz − 4.76 GHz）

本機に載せる機器によっては、パソコンからのファイルの書き込みや削除ができないことがありま
す。

* 再生できるのは、USB 端子付きで静止画再生対応機種のみです。
スライドショー再生できるテレビもあります。

テレビで再生操作を行ってください。
操作手順の詳細は、テレビの取扱説明書をご覧ください。

外部インターフェイス
最大外形寸法
質量
動作温度
電源

SCSI Block Device Initiator*
USB2.0 (High-Speed)
約 110 mm × 62 mm × 16 mm（幅／奥行き／高さ）
約 100 g（ケ−ブルを除く）
0℃〜 40℃
DC 5 V、0.25A（USB から供給）

* 本機は、下記 Protocol Class の TrasnferJet 対応機器と通信可能です。
SCSI Block Device Target
本機の仕様および外観は、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。

同梱物
TransferJet ステーション（1）、USB ケーブル（長さ 約 0.5 m）（1）、取扱説明書（本書）
（1）、保証書（1）、ソニーご相談窓口のご案内（1）

最新情報および接続対応機器については、ウェブサイトをご覧
ください。
http://www.sony.co.jp/support

