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2 本製品にメモリーカードを挿入する。（イラストまた
は）

パソコンから取り外す

CFexpress Type B / XQD
カードリーダー

Windowsをお使いの場合
1 画面右下のタスクトレイで＜ハードウェアの取り外し＞
アイコンを選択する。

2 対象ストレージの項目を選択する。
3 「安全に取り外すことができます」のメッセージを確認
する。

取扱説明書

4 本製品をUSB 端子から取り外す。
Macをお使いの場合
1 対象ストレージのアイコンをゴミ箱アイコンにドラッ
グ＆ドロップする。

2 本製品をUSB 端子から取り外す。
使用上の注意

MRW-G1
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、保管してください。

©2019 Sony Corporation Printed in Taiwan

はじめに
使用できるメモリーカード
ソニー製CFexpress Type Bメモリーカード、XQDメモ
リーカードGシリーズまたはMシリーズ
ˎ 本文中では上記をまとめてメモリーカードと記載してい
ます。
ˎ XQDメモリーカードには
があることをご確認くださ
い。（イラスト） のないXQDメモリーカードHシ
リーズ、Sシリーズ、Nシリーズではお使いいただけませ
ん。
ˎ すべてのメモリーカードにおいて動作を保証するもので
はありません。
推奨使用環境
ˎ パソコンの対応OSについては、サポート関連情報をご確
認ください。

http://www.sony.net/memorycard/
ˎ 上記サイトに記載されたOSが工場出荷時にインストー
ルされていることが必要です。

ˎ すべてのパソコンで動作を保証するものではありません。
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使いかた

ˎ 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水にぬらし
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 使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かない
でください。故障の原因になります。
ˋ 異常に高温、低温または多湿になる場所
炎天下や熱器具の近く、夏場の窓を閉め切った自動車
内は特に高温になり、放置すると変形したり故障した
りすることがあります。
ˎ メモリーカードの挿入口に汚れ、ほこり、異物等が付かな
いようにしてください。
ˎ メモリーカードは必ずイラストまたはのように挿
入してください。正しく挿入しないとメモリーカードが
動作しなかったり破損したりすることがあります。
ˎ ノートPCで本機を使用する場合、ACアダプターを介し
て電源につないだ状態でご使用ください。本機をノート
PCに接続したまま放置するとバッテリーの消費が早く
なることがあります。また、使用時以外は本機をノート
PCから取り外してください。
ˎ 本機を接続したまま以下の操作をすると、正常に動作し
ないことがあります。操作する場合は、本機をパソコン
から取り外してから行ってください。
ˋ パソコンを起動、または再起動する。
ˋ スリープや休止状態に移行、または復帰させる。
お客様の記録したデータの破壊（消去）については、当社
はいかなる場合においても一切その責任をおいかねま
すのでご容赦ください。
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 すでにデータが書き込まれているメモリーカードを
フォーマット（初期化）すると、そのデータは消去されて
しまいます。誤って大切なデータを消去することがない
ように、ご注意ください。
メモリーカードのフォーマットは必ずお使いの対応製品
で行ってください。パソコンなどでフォーマットすると、
対応製品で扱えないメモリーカードとなる場合がありま
す。
詳細は、対応製品の取扱説明書をご覧いただくか、製品サ
ポート窓口にお問い合わせください。
ˎ 下記の場合、記録したデータが破壊（消去）されることが
あります。
ˋ 読み出し中や書き込み中に
ˎ 本製品を取り外した場合
ˎ メモリーカードを抜いた場合
ˎ 接続先の製品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
ˋ イラストと異なるご使用をされた場合
ˎ 付属の製品保証書は本機限定のもので、本機の取扱説明
書に従った通常のご使用時、また本機の純正付属品、また
は必要動作環境／推奨動作環境でのご使用時に限られま
す。ユーザーサポートなどの各種サービスも上記の前提
で提供するものです。
ˎ 付属のUSBケーブルをご使用にならない場合、性能の保
証は致しません。
ˎ 本機をUSBハブに接続しても使えないことがあります。
その場合は、接続する機器のUSB端子に直接接続してく
ださい。
ˎ 使用中、本体が温かくなりますが、故障ではありません。
ただし、この状態で長時間皮膚に触れたままになってい
ると、低温やけどの原因となります。
使用上のご注意をお守りいただかなかったことに起因
するお客様に発生した損害については、当社は責任を負
いかねますので、お取り扱いには充分ご注意ください。

パソコンに接続する

詳細はパソコンまたはOSの取扱説明書を参照してくださ
い。
（イラスト）
1 パソコンのUSB端子に本製品を接続する。
本製品にはUSB Type-C to USB Type-CケーブルとUSB
Type-C to USB Type-Aケーブルが付属されています。
パソコン上のUSB 3.1 Gen 2対応のUSB Type-C端子に
接続すると高速転送が可能です。

（裏面へつづく）

だし、
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本書は、本書記載内容
（下記記載）
で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、お客様欄にご記入の上、修理を
お申付けください。
ソニー特約店

保証書

ORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINAL

ORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINAL

ORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINAL

ORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINAL

ORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINAL

ORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINAL

ORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINAL

お問合せ先：修理相談窓口
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携帯電話・PHS・一部のIP電話からは、

0120-222-330

フリーダイヤル：
ホームページ：http://www.sony.jp/support/

（050）3754-9599

ソニーマーケティング株式会社 東京都港区港南1-7-1 〒108-0075
保証期間
お買上げの日から
１年
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書とアフターサービス
電話
お客様住所
書
お名前
様
の製品には保証書が添付されていますので、お買い上
無料修理規定
の際お買い上げ店でお受け取りください。
1. 正常な使用状態で保証期間内に製品
（ハードウェア）
が故障した場合には、本書に従い無料
定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、
大切本書記載の修理対応の種別
修理をさせていただきます。
（出張修理、持込修理、引取修理）
を
（再発行しませんので、
大切に保管してください）
保存してください。 ご確認の上、以下の要領でご依頼および本書
の提示・提出をお願いいたします。なお、
受付窓口の種類は、
（1）
お買上げのお店、
（2）
お近くの
証期間は、お買い上げ日より
1年間です。
ソニーサービスステーション、
（3）
本書に記載の修理相談窓口の３種類です。
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種別
受付窓口
保証書の提示・提出
注意事項
出張修理（1）
（2）
（3）出張修理担当者が訪問した際に提示
※１
持込修理
（1）
（2）
持参し
た製品の修理依頼の際に提示
※２
が悪いときはまずチェックを
引取修理（3）
製品の引取時に指定業者へ提出

ターサービス

取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
※1 離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理となる場合、
出張費用
（実費）
を申し受けます。
※2（1）
（2）
へのご依頼が難しい場合は、
（3）
にご相談ください。
でも具合が悪いときはソニーの相談窓口にご相談く
2. お客様のご要望により、
出張修理の種別について引取修理を、
持込修理の種別について出張修理・
い。
引取修理を、
引取修理の種別について出張修理を行う場合は、
別途所定の料金を申し受けます。
談になるときは、次のことをお知らせください。
3. 保証期間内の故障でも次の場合には有料となります。
（1）
本書のご提示がない場合
名：MRW-E90
（2）
本書にお買上げ日およびソニー特約店の記載がない場合または本書の記載を書き換えた場合
障の状態：できるだけ詳しく
（3）
保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼された場合
（4）
使用上の誤り
（取扱説明書、
本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用をしなかった
買い上げ日
場合を含む）
による故障・損傷

他の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障・損傷
期間中の修理は （5）
（6）
お買上げ後の移設、輸送、落下などによる故障・損傷
書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
（7）
火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害
（硫化ガスなど）
、異常電圧
くは保証書をご覧ください。
などによる故障・損傷
（8）
業務用など一般家庭用以外での使用による故障・損傷

期間経過後の修理は
（9）
消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換
4. 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。
によって機能が維持できる場合は、
ご要望により有料
5. 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、
修理により交換した部品は
交換）させていただきます。
弊社が任意に回収のうえ適切に処理・処分させていただきます。

（製品交換を含む）
後の製品については、
最初のご購入時の保証期間が
の保有期間について6. 本書に基づく無料修理
適用されます。
（製品
ではXQD/SDカードリーダーの補修用性能部品
7. 故障によりお買上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
8. 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、
故障の際または修理・交換により記録内容が消失
能を維持するために必要な部品）
を、製造打ち切り後5
等する場合がありますが、
記録内容についての補償はいたしません。
保有しています。ただし、
故障の状況その他の事情に
9. 本書は日本国内でのみ有効です。
（This warranty is valid only in Japan.）
、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご
修理メモ
ください。
＊本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
＊保証期間後の修理については、取扱説明書等をご覧ください。
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