安全上のご注意
お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

USBメモリ

Flash Memory

警告および注意表示

MU-130

 本製品の紛失、盗難等により第三者に情
報が漏洩する恐れがございます。これらに
より損害が生じた場合、弊社はその責任を
負いかねます。
あらかじめご承知ください。
 本製品のデータは必ず他のメディアに
バックアップしてください。
誤った使い方を
した際や静電気等でデータが消失する恐れ
があります。
データの紛失、
破損について、
弊
社はその責任を負いかねますのであらかじ
めご承知ください。

取扱説明書

絵記号の意味

危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡
または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定
される内容を示しています。

この記号は注意（警告を含む）を促す内容を告げる
ものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれ
ています。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体
に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示
しています。

この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中
や近くに具体的な内容が書かれています。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が
損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定
される内容を示しています。

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるも
のです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれて
います。
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本書の使いかた
本書を正しくご活用いただくための表記上の約束事を説明します。
表記上の約束
●本書では、Microsoft 社 Windows Millennium Edition を WindowsMe と
表記しています。
■本製品は一般的なオフィスや家庭の OA 機器としてお使い下さい。
万
一、
一般 OA 機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、
弊社はいかなる責任も負いかねますので、
あらかじめご了承ください。
・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い
安全性が要求される用途には使用しないください。
・一般 OA 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システム
などの用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故
障に対する適切な処置を万全におこなってください。

危険
■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記
憶されたデータが消失・破損した場合については、
保証しておりません。
本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続し
て使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守して
ください。
また、
必要なデータはバックアップを作成してください。
お客
様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったた
めに、データを消失・破損に伴う損害が発生した場合であっても、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。
■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責
任は、弊社に故意または重大な過失が会った場合を除き、本製品の購
入代金と同額を上限と致します。

警告

本製品を修理・分解・改造しないでください。
分解禁止

火災や感電、破裂、
やけど、故障の原因となります。

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しな
いでください。
水ぬれ禁止

ぬれた手で本製品を扱わないでください。

警告
厳守

本製品をお使いになる場合は、本製品を接続する
機器やそれの周辺機器のメーカーが指示してい
る警告、注意表示を厳守し、正しい手順でお使い
ください。
警告・注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負
う可能性があります。作しない場合、予期せぬトラブ
ルが発生する恐れがあります。本製品を接続する機器
やそれの周辺機器のメーカーが指示している警告、注
意事項、正しい手順を厳守してください。

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、ま
たは瑕疵のない同一製品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠
償の責に任じません。

感電や、本製品の故障の原因となります。
ぬれ手禁止

故障や異常のまま、通電しないでください。
禁止

使用時の注意

本書は、使用時の注意やトラブルシューティングなどの記載しており
ます。本製品をご使用になる前に必ずお読みください。

■Macintosh の注意

使用時の注意
■Windows・Macintosh 共通の注意
●パソコンおよび本製品は精密機器です。本紙に記載の注意事項を必
ず守ってください。
●パソコンおよび周辺機器の取り扱い上の注意や各種設定方法は、各
機器のマニュアルを参照してください。
●データの送受信中は、本製品を取り外さないでください。記録され
ているデータが破損する場合があります。

●本製品をパソコン本体の USB ポートに接続してください。キー
ボード側の USB ポートに接続すると、正常に動作しないことがあり
ます。パソコン本体の USB ポートに空きがない場合は、パソコン本体
→USB ハブ（市販）→本製品と接続してください。
●次のようなときは、事前にパソコンから本製品を取り出してください。
取
り出さないと、エラーメッセージが表示されることがあります。
エラーメッ
セージが表示された場合は、
本製品をUSBポートに接続し直してください。
・スリープモードにするとき
・長時間パソコンを使用しないとき（※）
※長時間パソコンを使用しない場合に、自動でスリープモードになること
があります。
詳細は、
パソコン本体のマニュアルを参照してください。

注意
定期的にバックアップをお取りください。

禁止

故障の原因になることがあります。
●振動や衝撃の加わる場所 ●直射日光のあたる場所 ●湿気
やホコリが多い場所 ●温湿度差の激しい場所 ●静電気の影
響の強い場所 ●傾いた場所など不安定な場所 ●熱の発生す
る物の近く（ストーブ、ヒーターなど） ●水気の多い場所（台
所、浴室など） ●強い磁力・電波の発生する物の近く（磁石、ディ
スプレイ、スピーカー、ラジオ、無線機など） ●腐食性ガス雰囲
気中（Cl2、
H2S、
NH3、
SO2、
NOx など）
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使用時の注意

ファイル操作

■Windows の注意

本製品は、フロッピーディスクなどと同じようにファイルの移動、コ
ピー、削除、フォーマットができます。

●WindowsMe で、本製品に対してスキャンディスクを実行する場合
は、［スキャンディスクの詳細オプション］で［無効な日時データ］の
チェック（ ）をしないでください。（通常はチェックされていませ
ん）。
チェック（ ）をつけて
スキャンディスクを実行すると、本製品内のデータが読み出せなくな
ることがあります。
●WindowsXP/2000 で本製品をフォーマットする際は、コンピュー
タの管理者（Administrator）権限を持つアカウントでログオンしてく
ださい。制限つきアカウントでログオンすると、本製品をフォーマッ
トできません。
【メモ】詳しくは、Windows のヘルプを参照してください。

【注意】
・MS-DOS プロンプト上からのファイル操作（フォーマットやコピー
など）は行わないでください。

厳守

仕様
本体：Window ME/NT2000/XP/Vista、Mac OS 9.1 以降
ガジェット：WINDOWS Vista/XP 専用
セキュリティ：Window ME/NT2000/XP/Vista 専用
動作環境
温度 0〜40℃、湿度 20〜80％（結露のなきこと）
インターフェース：USB2.0/1.1
容量
1G※

●洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用
ください。 ●洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で
薄めてご使用ください。 ●ベンジン、アルコール、シンナー系の
溶剤を含んでいるものは使用しないでください。 ●市販のク
リーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行わ
ないでください。故障の原因となります。

静電気が流れ、部品が破壊されるおそれがあります。また、静電気
は衣服や人体からも発生するため、本製品の取り付け・取り外し
は、スチールキャビネットなどの金属製のものに触れて、静電気
を逃がした後で行ってください。

パソコンから本製品にアクセス中に電源を切っ
たり、パソコンをリセットしないでください。
禁止

故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。
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本製品を廃棄される際のご注意
本製品に記録されたデータは、パソコンにて削除したり、フォーマットする
などの作業を行ったりしただけでは、特殊なソフトウェアを利用すること
で、データを復元・再利用できてしまう場合があります。その結果として情
報が漏えいしてしまう可能性があります。情報漏えいなどのトラブルを回
避するために、データ消去のためのソフトウェアやサービスをご利用いた
だくことをおすすめします。

本製品を結露させたまま使わないでください。

対応 OS

※OS が表示するディスク容量は、
実際のディスク容量と異なることがあります
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注意
本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい
布で乾拭きしてください。

●落としたり、衝撃を加えたりしないでください。 ●本製品の上
に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かないでください。
●重いものを上にのせないでください。
バランスがくずれて倒れた
り、落下してけがの原因となります。 ●本製品に乗らないでくだ
さい。
倒れたり、
こわれたりしてけが・故障の原因となります。特に、
小さなお子様にはご注意ください。 ●本製品内部およびコネク
ター部に液体、
金属、
たばこの煙などの異物を入れないでください。

本製品のコネクター部分や部品面には直接手を
触れないでください。
禁止

≪使用時のみの制限≫
●保温、保湿性の高いものの近く（じゅうたん、スポンジ、ダン
ボール、発泡スチロールなど） ●閉めきった自動車など、高温
になるところ ●風通しの悪いところやせまいところ
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本製品は精密部品です。
以下のことにご注意ください。

本製品は以下のような場所で保管･使用しないで
ください。
禁止

誤って飲み込み、窒息する恐れがあります。万一、飲み込ん
だと思われる場合は、
直ちに医師にご相談ください。

注意

本製品を使用中にデータなどが消失した場合で
も、
データなどの保証は一切いたしかねます。
注意

本製品に故障や異常がある場合は、必ず接続している
機器から取り外してください。そのまま使用すると、
火災・感電・故障の原因となります。

本製品を乳幼児の手の届くところに置かないで
ください。
禁止

2

本書について

火災・感電の原因となります。お風呂場、雨天、
降雪中、
海岸、
水辺でのご使用は、特にご注意ください。

禁止

時間をおいて、結露がなくなってからお使いください。本製品を
寒い所から暖かい場所へ移動したり、部屋の温度が急に上昇する
と、表面・内部が結露する場合があります。そのまま使うと誤動
作や故障の原因となる場合があります。

本製品は、日本国内仕様です。
禁止

本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切責任を負いかねます。
また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、およびアフ
ターサービスなどを行っておりません。
あらかじめ、
ご了承ください。
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セキュリティソフトの使い方 （WINDOWS のみ）
 USB を差し込むと
右の画面が立ち上がります。

 使い終わったら画面下にあるアイコン（下図参照）を
ダブルクリックします。

※OS のバージョンによって
画面が異なる場合があります。

 LOCK をダブルクリックします。
 パスワード入力画面が
立ち上がります。

「Logout」をクリックします。

 右の画面が立ち上がるので
閉じます。
「パスワードを入力」にパスワードを入力（初期は 0000）
します。
 入力後アンロックをクリックするとウインドウが
立ち上がり USB メモリの使用が可能になります。
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 USB を抜きます。
※MemoryBar アプリケーションは
削除をしないようにしてください。
削除した場合、
USB メモリ全体が使えなくなります。
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セキュリティソフトの使い方
（パスワードの変更）（WINDOWS のみ）
 画面下にあるアイコン（下図参照）をダブルクリックします。

「Password Hint」の欄にコメントを残しておくと、ここに記載した
内容がそのまま
「Password Hint」に現れます。

 右の画面が立ち上がります。

「Change Password」
を
クリックします。

「Password」
タブをクリックします。

 変更が完了します。

 パスワード変更画面が立ち上がります。
 現在のパスワード（Old Password）を
入力します。
 新しいパスワード（New Password）を
入力、
確認のためもう一度入力します。

※パスワードは 11 桁までです。
※パスワードを忘れると USB へのアクセスはできません。
再度使えるようにするにはサポートセンターにて初期化が必要です。
その際は内部のデータは全て消えますので、ご注意ください。

M992U10
パッキン裏面に記載されている4 ケタの番号になります
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ガジェットのインストールの仕方（WINDOWS のみ）

USBメモリ保証書

 USB にはいっている amadana̲gadget.zip をお持ちのパソコンに
コピーします。
 amadana̲gadget.zip は zip 方式で圧縮されているので解凍して
ください。解凍には解凍ソフトが必要となります。解凍ソフトの入
手は下記 URL にアクセスしてください。

MU-130

http://www.forest.impress.co.jp/lib/arc/archive/archiver/pluslhaca.html

 解凍されたフォルダにある setup.exe をダブルクリックします。
 そのまま指示に従ってインストールしてください。
 ガジェットの使い方は USB に入っている gadgetREADME.pdf を
ご覧ください。
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ハードの説明
使い方
 パソコンの電源を入れます。
 本製品をパソコンの USB ポートに接続します。
＊本製品をパソコンに接続した時に 今すぐ再起動しますか？ と表
示されることがあります。その場合は いいえ をクリックして画
面を閉じてください。
 WINDOWS の場合はセキュリティソフトが起動します。
 パスワードを入力してください。初期状態は 0000 です。
＊セキュリティソフトの使い方は P09〜10 をご参照ください。

トラブルシューティングは弊社 web にてご確認ください。
http://www.amadana.com/customer/tech/mu130.html
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取り外す際には、セキュリティソフトのログアウトをクリックし、以
下の通りの方法で取り外してください。
 タスクトレイに表示されている USB メモリのアイコンをクリックし
ます。
 USB 大容量記憶装置（デバイス） または USB ディスク をク
リックします。
 安全に取り外すことが出来ます と表示されたら X または OK
をクリックします。
 アイコンが消えていることを確認します。
 パソコンから本製品を取り外します。
Mac の場合はそのままお使いください。
取り外す際には以下の通りの方法で取り外してください。
 本製品のアイコンをゴミ箱にドラックします。
 パソコンから本製品を取り外します。
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