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ポータブルワイヤレス
サーバー
重要なお知らせ
保証書在中

機器本体や付属品は、幼児の手の届かない場
所におく
内部に手を入れると、挟まれてけがをした
り、温度の高い部分にさわってやけどをする
ことがあります。 メモリースティック デュ
オ などのメモリーカードや、デュオサイズ
の M2 アダプターなどの変換アダプター
やケーブルホルダーを飲み込む恐れがあり
ます。幼児の手の届かない場所に置き、お子
様が触らぬようご注意ください。万一飲み
込んだ場合は、直ちに医師に相談してくださ
い。
本製品をハンマーなどでたたいたり、重いも
のを載せたり、踏みつけたり、落下させるな
どの衝撃や力をあたえない

USBケーブルは根元まで確実に差し込む

濡れた手でさわらない
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安全のために
電気製品は、誤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。
ˎ 安全のための注意事項を守る
注意事項をよくお読みください。
ˎ 定期的に点検する
1年に1度は、コネクターなどにほこりがたまっていない
か、故障したまま使用していないか、などを点検してく
ださい。
ˎ 故障したら使わない
動作の異常や破損しているのに気づいた場合、相談窓口
またはお買い上げ店へお問い合わせください。
ˎ 万一異常が起きたら
変な音・におい
がしたら、煙が
出たら、液漏れ
したら



 パソコンなどと接続している場合
は、USBケーブルを抜く
 電源を切る
 お買い上げ店または相談窓口に修
理を依頼する

警告表示の意味
本書および製品では、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。

充電するときは、周囲の温度が0℃〜 30℃の
範囲内で使用する
ただし、充電式リチウムイオン電池の性能を
充分に発揮させるためには、周囲の温度が
10℃〜 30℃での充電をおすすめします。
湿気やほこりの多いところで、使用、保管し
ない
使用後や使用しないときはUSBケーブルか
ら抜く
不安定な場所に置かない

充電時間以上の充電はしない

本体のUSBポート（給電用）とマイクロUSB
ポート（充電用）、
USBケーブルのUSBコネ
クター、マイクロUSBコネクター、カードス
ロットにほこりがたまっていないか、定期的
に点検する

USB接続端子の接続方向を確認して接続す

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う危険性があり、
かつその切迫の度合が高い内容です。

る

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性が想定
される内容、軽傷または物的損害が発生する頻度が高い
内容です。

取り扱いを誤ると、傷害を負う可能性、または物的損害の
発生が想定される内容です。

接続部に直接触れたり、指を差し込んだりし
ない

行為を禁止する記号

行為を指示
する記号

肌に合わないと感じたときは使わない

ワイヤレス機能ご使用上のご注意
警告

製品全般についてのご注意
使いかたを誤ると、
液漏れ・発熱・発火・破裂により
やけどや大けが・失明の原因になります。
また、誤飲などをさけるため、下記のことを必ずお守りく
ださい。

ショート（短絡）させない
本体および、USBポート（給電用）、マイクロ
USBポート（充電用）、カードスロットにピン
などの金属を差し込まない。
分解や改造をしない

火の中に入れたり、電子レンジやオーブンな
どで加熱しない
水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹸水など
の液体で濡らしたり、濡れたまま充電した
り、使用しない
濡れたときは使用しないでください。
火のそばや炎天下、ストーブの近く、高温に
なった車の中など、高温の場所で使用、保管
しない
また、布団、毛布内など風通しの悪い環境で
は使わない
充電式電池が液漏れしたときは
充電式電池の液が漏れたときは素手で液を触らない。
液が本製品内部に残ることがあるため、相談窓口にご相談
ください。
液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので
目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗
い、ただちに医師の治療を受けてください。液が身体や衣
服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐ
にきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状がある
ときには医師に相談してください。

無線LAN機能使用時のセキュリティーに関するご注意
本機の無線LAN機能を安全にご使用いただくためにセ
キュリティーの設定を強く推奨いたします。
無線LAN機能ではセキュリティーの設定をすることが非
常に重要です。
セキュリティーを設定しないと、通信範囲内の他の対応機
器からも本機への接続が可能になります。
セキュリティー対策を施さず、あるいは無線LAN機能の使
用上やむを得ない事情により、セキュリティーの問題が発
生してしまった場合、弊社ではこれによって生じたあらゆ
る障害に対する責任を負いかねます。
著作権について
お客様が記録したものは、個人として楽しむなどのほか
は、著作権法上、権利者に無断では使用できません。
バッテリー残量に関するご注意
本機は、充電式電池が内蔵されています。バッテリー残量
が少ない状態でメモリーデバイスに書き込みなどを行う
と、途中でバッテリー残量が無くなり、書き込みなどに失
敗することがあります。
記録内容の補償について
本機の不具合など何らかの原因で外部メディアなどに記
録ができなかった場合、不具合・修理など何等かの原因で
外部メディアの記録内容が破損・消滅した場合など、いか
なる場合においても、記録内容の補償およびそれに付随す
るあらゆる損害について、弊社は一切責任を負いかねま
す。また、いかなる場合においても、弊社にて記録内容の
修復、復元、複製などはいたしません。あらかじめご了承
ください。
メモリーデバイス（メモリーカード、USBメモリーなど）の
バックアップについて
メモリーデバイスへのアクセス中に電源を切ったり、メモ
リーデバイスを取りはずしたりすると、メモリーデバイス
などのデータが壊れることがあります。データ保護のた
め必ずバックアップをお取りください。

ご使用上の注意

付属のUSBケーブル以外使わない
ただし、iOS機器*の場合はそれらの機器を購
入時に付属の専用ケーブルを使用してくだ
さい。
* iOSはiPad/iPhone/iPod touchのOSで
す。

注意を促す
記号

周波数について
本製品の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では
電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種
無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移
動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線
局、アマチュア無線局（免許を要する無線局）等（以下「他の
無線局」と略す）が運用されています。
1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用さ
れていないことを確認してください。
2. 万一、本製品と「他の無線局」に対して有害な電波干渉
の事例が発生した場合には、速やかに使用場所を変え
るか、電波の発射を停止してください。
3. その他、この機器から「他の無線局」に対して有害な電
波干渉の実例が発生した場合など何かお困りのことが
起きたときは、相談窓口へお問い合わせください。相
談窓口については、本書の裏面をご覧ください。
2 この無線機器は2.4GHz帯を使用しま
す。変調方式としてDSSS/OFDM 変
調方式を採用し、与干渉距離は、
20m以
下です。

心臓ペースメーカーの装着部位から22cm
以上離して使用する
電波によりペースメーカーの動作に影響を
与えるおそれがあります。
病院などの医療機関内、医療用電気機器の近
くでは本機を使用しない
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原
因となるおそれがあります。
本製品を使用中に他の機器に電波障害など
が発生した場合は、本機の使用を中止する
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原
因となるおそれがあります。
航空機内では本機を使用しない
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原
因となるおそれがあります。
バッテリー残量にご注意ください
残量が少ない状態でメモリーデバイスに書
き込みなどを行うと、途中でバッテリー残量
が無くなり、書き込みなどに失敗することが
あります。
本製品は、国内専用です
海外では国によって電波使用制限があるた
め、本製品を使用した場合、罰せられること
があります。

必ずお読みください
電波法に基づく認証について
本製品は、電波法に基づく小電力データ通信の無線設備と
して認証を受けています。したがって、本製品を使用する
ときに無線局の免許は必要ありません。
ただし、以下の事項を行うと法律により罰せられることが
あります。
ˎ 本製品を分解/改造すること。
ˎ 本製品に貼られている証明ラベルをはがすこと。

ˎ 落としたり、重いものを載せたり、強いショックを与え
たり、圧力をかけないでください。本製品の故障の原因
となります。
ˎ 以下のような場所に置かないでください。
ˋ 直射日光があたる場所や暖房器具の近くなど温度が
非常に高いところ
変色したり、変形したり、故障したりすることがあり
ます。
ˋ 極端に寒いところや暑いところ
ˋ ダッシュボードや、炎天下で窓を閉め切った自動車内
（とくに夏季）
ˋ ホコリの多いところ
ˋ ぐらついた台の上や傾いたところ
ˋ 振動の多いところ
ˋ 風呂場など、湿気の多いところ
ˋ 磁石、スピーカーボックス、テレビなど、磁気を帯びた
ものの近く
ˎ ラジオやテレビの音に雑音が入るときは、本製品の電源
を切って、本製品をラジオやテレビから離してくださ
い。
ˎ 本製品をお使いになるときは、キャビネットの変形や故
障を防ぐために、次のことを必ずお守りください。
ˋ 本製品をズボンなどの後ろのポケットに入れて座ら
ない。
ˋ USBデバイス（USBメモリーなど）や、USBケーブルを
本機に取り付けたまま、かばんの中に入れ、外から大
きな力を加えない。
ˎ 水がかからないようにご注意ください。本製品は防水
仕様ではありません。特に以下の場合ご注意ください。
ˋ 洗面所などでポケットに入れての使用
身体をかがめたときなどに落として水漏れの原因と
なる場合があります。
ˋ 雨や雪、湿度の高い場所での使用
ˋ 汗をかく状況での使用
濡れた手で触ったり、汗をかいた衣服のポケットに入
れると水漏れの原因となる場合があります。
ˎ ストラップを付けてご使用する場合は、ストラップが
引っかかると危険ですので、ご注意ください。また、振
り回すと人にぶつかることもあり危険ですので、ご注意
ください。
ˎ 本製品を寒い場所から急に暖かいところに持ち込んだ
ときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、
本製品の表面や内部に結露が生じることがあります。
結露とは、空気中の水分が金属の板などに付着し、水滴
となる現象です。結露が生じたときは、結露がなくなる
まで電源を入れずに放置してください。そのままご使
用になると故障の原因になります。
ˎ 本機は2.4GHz帯の電波を使用してデータ通信を行うも
のであるため、近くに同一周波数帯を利用する機器があ
ると、混信のため通信できなくなる場合があります。
ˎ 長い間使用しなかった場合、本機は満充電されないこと
がありますが、2 〜 3回充電と放電を繰り返すことで満
充電できるようになります。
ˎ 本機をご使用にならないときは、USBケーブルを抜いて
保管してください。
ˎ お使いの機器の取扱説明書も一緒にご覧ください。機
器によっては、充電するための操作が必要となる場合が
あります。
ˎ USBポートからの給電出力は、最大500mAです。
給電中に500mAを超えた場合は、安全機能により給電
を停止します。
ˎ 本製品からお使いの機器へ給電するとき、バッテリーの
残量によって充電できる時間が異なります。

ˎ 本機を使用する前には、必ず接続する機器の定格電圧、
定格電流を確認のうえご使用ください。
ˎ USBハブやUSB延長ケーブルをご使用の場合の動作保
証はいたしかねます。

お手入れ
本製品表面の汚れは
ˎ 柔らかい布（市販のめがね拭きなど）で拭いてください。
ˎ 汚れがひどいときは、薄い中性洗剤溶液をしめらせた布
で拭いてください。
ˎ シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを
傷めますので使わないでください。
ˎ 内部に水が入らないようにご注意ください。

本機を廃棄するときのご注意
ˎ 本機に内蔵されている充電式電池はリサイクルできま
す。本機を廃棄するときは内蔵されている電池を取りは
ずし、
リサイクル協力店へお持ちください。電池の取り
はずしかたについてはヘルプガイドをお読みください。

ˎ バッテリーを取りはずすときは、次のことに注意してく
ださい。
ˋ 小さなお子様の手の届かないところで行ってくださ
い。ネジなどの部品を誤って飲み込むおそれがあり
ます。
ˋ 爪や指などにけがをしないよう、充分に注意してくだ
さい。
リチウムイオン電池のリサイクルについて
リチウムイオン電池は、リサイクルできます。
不要になったリチウムイオン電池は、コネク
ターの金属部にセロハンテープなどの絶縁
テープを貼ってリサイクル協力店へお持ちく
ださい。
充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店
については、一般社団法人JBRCホームページ
（http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html）を参
照してください。
バッテリーを取りはずした本体を廃棄する
本体や周辺機器は金属やプラスチックでできています。
廃棄するときは、各自治体の指示に従ってください。

メモリーカードについてのご注意
メモリーカードについてのご注意
使用可能なメモリーカードについての最新情報は、オンラ
インマニュアルをご参照ください。

http://rd1.sony.net/help/pws/c10/jp/
ˎ データの読み込み中、書き込み中にはメモリーカードを
取り出さないでください。
ˎ 以下の場合、データが破壊されることがあります。
ˋ 読み込み中、書き込み中にメモリーカードを取り出し
たり、本機の電源を切った場合
ˋ 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用し
た場合
ˎ 大切なデータは、バックアップを取っておくことをおす
すめします。
ˎ 端子部には手や金属で触れないでください。
ˎ 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでく
ださい。
ˎ 分解したり、改造したりしないでください。
ˎ 水にぬらさないでください。
ˎ 以下のような場所でのご使用や保存は避けてください。
ˋ 使用条件範囲以外の場所（炎天下や夏場の窓を閉め
切った車の中、直射日光のあたる場所、熱器具の近く
など）
ˋ 湿気の多い場所や腐食性のものがある場所
ˎ 正しい挿入方向をお確かめのうえご使用ください。間
違ったご使用は機器の破損の原因となります。
ˎ メモリーカードを挿入するとき、無理な力を加えると、
メモリーカードまたは本機を破損するおそれがありま
す。
メモリースティック デュオ について
ˎ 著作権保護技術（ マジックゲート ）が必要なデータの
読み込み、記録はできません。 マジックゲート とは、ソ
ニーが開発した、著作権を保護する技術の総称です。
ˎ メモリースティック PRO デュオ 、 メモリースティッ
ク PRO-HG デュオ 、 メモリースティック マイクロ
メディアに記録・再生できるファイルのサイズはファ
イルシステムの仕様の制限により、1ファイルにつき
4GB未満です。
ˎ メモリースティック マイクロ メディアを本機でお使
いの場合は、必ず専用の変換アダプター（別売）に入れて
お使いください
変換アダプターに装着されていない状態で挿入されま
すと、 メモリースティック マイクロ メディアが取り出
せなくなる可能性があります。

SDメモリーカードについて

ˎ 著作権保護技術が必要なデータの読み込み、記録はでき
ません。
ˎ SDメモリーカード、SDHCメモリーカードに記録・再生
できるファイルのサイズはファイルシステムの仕様の
制限により、
1ファイルにつき4GB未満です。

主な仕様

同梱品

保証書とアフターサービス

ポータブルワイヤレスサーバー
ˎ 動作温度
0 ℃〜 35 ℃（通常動作時）
0 ℃〜 30 ℃（内蔵バッテリー充電時）
ˎ 充電時間／使用時間
充電時間 約8時間（DC 5V、500mA時）
使用時間 約10時間（MP3 128Kbpsを連続再生時）
その他の使用条件における値はヘルプガ
イドをご覧ください。
ˎ 無線
準拠規格 IEEE 802.11b/g/n（2.4 GHz）
周波数［チャネル］
2,412 MHz -2,462 MHz［CH1-11］
ˎ インターフェース
USB2.0A ポート（Hi-Speed USB）
USB2.0 マイクロBポート（Hi-Speed USB）
メモリーカードスロット（ メモリースティック デュ
オ 、
SDメモリーカード）
ˎ USB Aポート出力
DC 5V、500mA（最大）
ˎ USBマイクロBポート入力
DC 5V、1A（最大）
ˎ 消費電力
約5 W（最大）
ˎ 対応メモリーカード
メモリースティック デュオ 、 メモリースティック
PRO デュオ 、 メモリースティック PRO-HG デュ
オ 、 メモリースティック マイクロ
SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXC
メモリーカード、microSDメモリーカード、
microSDHCメモリーカード
メモリースティック マイクロ 、microSDメモリー
カードを本機でお使いの場合は、必ず専用のアダプ
ターに入れてお使いください。
ˎ 対応USB機器
データ転送機能
USBメモリー
デジタルスチルカメラ（Mass Storage対応機器
のみ）
バッテリー充電機能
スマートフォン
デジタルスチルカメラ（USB充電式）など
iPad、Tablet PCの充電には対応しておりません。
すべてのUSB機器での動作を保証するものではあり
ません。
ˎ 対応OS

ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ

本機（1）
（1）
USBケーブル（約25cm）
専用USBケーブルホルダー（1）
クイックスタートガイド（1）
重要なお知らせ（本書）
（1）
保証書が付属されています。
ˎ ソフトウェア使用許諾契約書（1）
ˎ 本機の使用上の注意事項（1）

保証書

Android 2.3
Android 4.0以降
iOS 5.0以降
Windows XP SP3以降、Windows Vista SP2以降、
Windows 7 SP1以降、Windows 8、
Mac OS X Ver. 10.6以降
ˎ 外形寸法（W×H×D）
約50 mm×105 mm×18.5 mm
（突起部を含まず）
ˎ 質量
約135 g

本製品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。

ヘルプガイドについて
ˎ インストールしたアプリケーション内の［Help］ボタン
からご覧になれます。
閲覧方法は「クイックスタートガイド（別紙）」をご覧く
ださい。
ˎ 下記URLからオンラインマニュアルをご覧いただくこ
ともできます。

http://rd1.sony.net/help/pws/c10/jp/

商標について
ˎ メモリースティック デュオ 、 メモリースティック
PRO デュオ 、 メモリースティック PRO-HG デュオ 、
、 マジックゲー
メモリースティック マイクロ 、
ト はソニー株式会社の商標です。
ˎ SDXCロゴは、SD-3C、LLCの商標です。
ˎ MicrosoftおよびWindows、Windows Vistaは、
Microsoft Corporationの米国およびその他の国におけ
る登録商標、または商標です。
ˎ Apple、
MacOS、iPhone、iPad、iPod touchは、Apple
Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
ˎ Android は、Google Inc.の商標です。
その他本書で使用されている製品名、商品名、サービス名
等は各社、各団体の商標または登録商標です。なお、本文
中には™、®マークは明記していません。

お問い合わせの前に
以下の方法ですぐに症状が解決されることがありますの
で、以下のチェックリストをお試しください。
□ 本機のRESETスイッチを押しても、症状が改善しません
でしたか？
□ 本機を充電して、症状が改善しませんでしたか？
□ 同梱の「クイックスタートガイド」はご覧になりました
か？
□ 本機のホームページをご覧になりましたか？

ˎ この製品には保証書が添付されていますので、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。
ˎ 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
本書、およびクイックスタートガイド、ヘルプガイドをも
う一度ご覧になってお調べください。
それでも具合が悪いときは
相談窓口にご相談ください。
ご相談になるときは、次のことをお知らせください。
ˎ 品名：WG-C10
ˎ 故障の状態：できるだけ詳しく
ˎ お買い上げ日
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（交換）させていただきます。
部品の保有期間について
当社ではポータブルワイヤレスサーバーの補修用性能部
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。ただし、故障の状況その他
の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありま
すのでご了承ください。

