
POWERボタン[/I]を約1秒間押す
指を離した後、電源ランプの消灯を確認してください。

■ 電源を切るには

旅の思い出
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SoftBank SELECTION

SB-WR01-WICR

ワイヤレス メモリーリーダー&ライター

取扱説明書　基本操作編
この度は、「SoftBank SELECTION ワイヤレス メモリー
リーダー＆ライター」（以下「本製品」といいます）をお買
い上げいただき、誠にありがとうございます。
●本製品をご使用の前に、本書を必ずお読みいただき、
正しく安全にお取り扱いください。

●「安全上のご注意」（裏面）を最初にお読みください。
●本書をお読みいただいた後は、大切に保管してください。

箱の中を確認する

「取扱説明書 詳細操作編」について

本書について

□ ワイヤレス メモリーリーダー＆ライター ×1
□ USB接続ケーブル ×1
□ 取扱説明書 基本操作編/保証書×1（本書）

はじめに

使用の準備

本製品が電源切の状態で、本製品とパソコン/ディーガをUSB接続ケーブルで接続する

または別売のSoftBank SELECTION スマートフォン用 microUSB充電ACアダプタ（SB-AC05-HDSM）
を使う

充電する

本製品を使用する前に、アクセス用アプリ（wisdom viewer）をiPhone/iPad/iPod touch に
インストールする必要があります。

アクセス用アプリをインストールする

・本製品を充電する場合、本製品の電源を切ってから、パソコンやディーガ、ACアダプタと接続
してください。本製品がワイヤレス接続モードの場合、充電はできません（電源の供給のみ）。

・お買い上げ時、内蔵電池は充電されていませんので、充電してからお使いください。
・放電状態によっては電源が入らない（電源ランプが点滅または点灯しない）場合があります。
その場合はPOWERボタンを押してください。

・別売のAC アダプタはスマートフォン対応製品ですが、本製品でもご利用いただけます。
・USB接続ケーブルまたはACアダプタを接続中、POWERボタンを押しても電源を切るこ
とはできません。

・USB接続ケーブルやACアダプタは必ず指定のものをお使いください。指定以外のものを
使って充電すると、故障の原因となります。また、指定のUSB接続ケーブル(同梱)は他の
機器に使わないでください。 

・パソコンやディーガの電源が切れていると充電されません。
・アクセスランプがオレンジに点滅中のときは、SDカードにアクセスしています。点滅中にUSB
接続ケーブルやACアダプタを取り外すと、SDカードの内容が破壊される恐れがあります。

・充電時間については「仕様」（裏面）をご覧ください。

USBポート付きのパソコン
またはディーガ

USB接続ケーブル
（同梱）

電源ランプ（赤）
 充電中：点滅
 充電完了：点灯
 USB電源の異常：
 高速点滅(1秒間に6回)

iPhone/iPad/iPod touchのホーム画面で「App Store」を選ぶ

iPhone/iPad/iPod touchのホーム画面で
「設定」を選ぶ

設定メニューから「Wi-Fi」を選ぶ

「Wi-Fiネットワーク」の「Wi-Fi」が「オフ」の場合、
スライドさせて「オン」にする

表示されたネットワーク名（SSID*）から
「WICR_＊＊＊＊＊＊」を選ぶ

検索フィールドに「wisdom viewer」と入力し、
「検索」を選ぶ

wisdom viewerのインストール画面で「無料」→
「インストール」/「APPをインストール」を選ぶ

「wisdom viewer」を選ぶ

①
②

③

④

①
②

③

④

本製品の裏面ラベルのkey Noをパスワード欄に
入力し、「Join」を選ぶ⑤

wisdom viewer

iPhone/iPad/iPod touchの ホ ー ム 画 面 に
wisdom viewerのアイコンが追加されます。

本製品の使用

SDカードを本製品に入れます。

電源を入れるには、SDカードを入れておく必要があります。

SDカードを入れる1

電源を入れる2

本製品とiPhone/iPad/iPod touchを無線LANで接続します。
操作はiPhone/iPad/iPod touchで行います。ここではiPhoneの画面に従って説明します。

無線LAN接続をする3

ファイルを再生・閲覧する
SDカードに保存されたファイル（持ち出し番組、写真、ビデオ、音楽など）をiPhone/iPad/iPod touch
で再生します。

「完了」を選んでリスト画面に戻る、または「wisdom viewer」を閉じると再生を終了します。

・フォーマットされていないSDカードを使用する場合、本製品とパソコンをUSB接続ケー  
  ブルで接続し、本製品でSDカードをフォーマットしてください。
・パソコンからSDカードにファイルを保存するときは、本製品を使って保存してください。

セキュリティ環境の向上のため、無線LAN接続のパスワードを変更することができます。
「無線LAN接続のパスワード変更について」（裏面）をご参照ください。

・SDカードに保存したファイルの再生ができないときはパソコン/レコーダー接続モードに
なっています。POWERボタンを押してワイヤレス接続モードにしてください。

・電波状態によっては再生中に、画面が乱れたり途切れたりすることがあります。
・「ファイル一覧」から写真を再生した場合は、表示画面を指で前後移動（スワイプ）すること  
  はできません。また、音楽ファイルも連続再生はできません。

・電源入/切した直後に、再度POWERボタンを押す場合は、約20秒お待ちください。
・POWERボタンを約10秒長押しし続けると、購入時の出荷設定に戻るので、ご注意ください。
・約10 分間、操作しないでいると自動的に電源が切れます。また、USB 接続中でワイヤ
  レス接続モードの場合は、自動的にパソコン/レコーダー接続モードになります。
・USB接続ケーブルを接続していない状態で、SDカードを入れずに電源を入れた場合、
　電源ランプが一度点灯しますが、節電のためすぐに電源が切れます。

カードふたを開ける
カードふたの下のくぼみに指をかけ、手前に倒す

SDカードを入れる
SDカードの向きに気をつけて、「カチッ」と音がする
までまっすぐ奥まで入れる

取り出すとき
SD カードを「カチッ」と音がするまで押し、まっす
ぐ引き出す

①
②

①

カードふたを閉じる③

SDカードを入れた後、
POWERボタン[/I] を押す

マークに向きを合わせて

ラベル面を
上に

POWER
ボタン
電源ランプ 電源ランプが赤に点灯します。

検出したワイヤレスネットワークが表示されます。

iPhone/iPad/iPod touchのホーム画面で
「wisdom viewer」  を選ぶ

目的のフォルダやタブバーの項目を選ぶ

画面に従って、再生したいファイルや
実行したい機能を選ぶ

①
②

③
再生したいファイルを選ぶと、再生画面
と操作アイコンが表示されます。

T
R

Serial No : XXXXXXXXXXX
key No : XXXXXXXXXXXXX

XXX-XXXXXXX
XXX-XXXXXX

ステータスバーにアンテナアイコン(「　　」)が表
示されれば接続完了です。

*: 無線LANで特定のネットワークを識別するための名前  
のことです。

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

タブバー

各部の名前

4

6

7

5

21 3

3 SDカードスロット 

4 電源ランプ[POWER]（赤）
点灯：電源入
点滅： 電池残量が5％未満(USB接続ケーブル未接続時)
　　   充電中(USB接続ケーブル接続時)
高速点滅(1秒間に6回)：USB電源の異常です。
すぐにACアダプタを取り外し、指定のものを使って
充電してください。

5 アクセスランプ[ACCESS]（オレンジ）
点灯：待機中（パソコン/レコーダー接続モード）
点滅：SDカードアクセス中

最初に「アクセス用アプリをインストールする」(右記)を参照して、アクセス用アプリ（wisdom viewer）
をiPhone/iPad/iPod touchにインストールしてください。
無線LAN接続後、iPhone/iPad/iPod touchで、アクセス用アプリ内の「取扱説明書 詳細操作編」（HTML）
を、以下の手順で閲覧することができます。
画面下のタブバー→「その他」→「設定」→「取扱説明書」

また、「取扱説明書 詳細操作編」は下記サポートサイトからパソコンにPDFファイルをダウンロードする
こともできます。
http://softbankselection.jp/memory-rw_support/

・記載のイラスト・画面などは、変更されることがあります。
・本書における画面および手順はiPhone 4S、iOS 5.0のものです。
・iPhone、iPad、iPod touch の操作についてはそれぞれの説明書をお読みください。
・本書に記載しているネットワーク名・ユーザ名・無線LAN接続パスワードはご購入時の設定です。
・「持ち出し番組」とは、ディーガやその他の対応ブルーレイディスクレコーダーを使って、録画した番組
をSDカードに保存したものです。

ご利用時に確認していただきたいことを示します。 ご利用時にお困りの際にご確認ください。

6 microUSB（Bタイプ）ポート

7 リセットボタン[RESET]
電源の入/切ができないなど本製品が正常に
動作しないときに、クリップのようなものを
使って押してください。
（アクセスランプがオレンジに点滅中のとき
は、SDカードにアクセスしています。点滅
中に[RESET]ボタンを押すとSDカードの
内容が破壊される恐れがあります）

VQT4L58-3
F1012DT4043

WR01V05_201303A

保証書付き

iPhone/iPad/iPod touchのホーム画面で
「wisdom viewer」を選ぶ

画面下のタブバーから「連絡先管理」 を選ぶ

①
②

「連絡先保存」を選ぶ③

任意の保存用パスワードを入力して、「完了」を押す④

連絡先をバックアップする
連絡先（電話帳・アドレス帳）を、iPhone/iPad/iPod touchから、本製品に入れたSDカードにバッ
クアップ（保存）したり、リストア（復元）することができます。任意の保存用パスワードを設定できる
ため、簡単にSDカード内の連絡先を保護できます。
なお、SDカード１枚につき、対応機種１台分の連絡先をバックアップすることができます。

連絡先の再バックアップやリストアをするには、「取扱説明書 詳細操作編」をご覧ください。

バックアップしたビデオは、SDカードからiPhone/iPad/iPod touchへ保存後に再生できます。
詳しくは、「取扱説明書 詳細操作編」をご覧ください。

保存用パスワードの設定が終わると、連絡先のバッ
クアップを開始します。

「OK」を押す⑤

iPhone/iPad/iPod touchのホーム画面で
「wisdom viewer」を選ぶ

画面下のタブバーから「写真」*を選ぶ

「写真コピー（SDカードから）」または
「写真コピー（SDカードへ）」を選ぶ

アルバム選択画面で任意のアルバムを選ぶ

バックアップ/保存したいファイルを選択する

①
②

④
⑤
⑥

「コピー」を選ぶ

「OK」を押す

⑦
⑧
⑨

選択した写真やビデオがバックアップ/保存されます。

ビデオをSDカードにバックアップする場合も、「写真」を選んでください。
*: iPadをお使いの場合、画面下のタブバーから「写真・動画等」→「写真」の順に選んでください。

フォルダを選ぶ

写真のサムネイル一覧画面で、
「　　 」アイコンを選ぶ

写真やビデオを、iPhone/iPad/iPod touchから、本製品に入れたSDカードにバックアップすることがで
きます。SDカードからiPhone/iPad/iPod touchに保存することもできます。

写真やビデオをバックアップする

ACアダプタ
（別売）

手順⑦へ

手順⑥へ

電源ランプが点灯し、点滅に変わり、充電が開始されます。充電が完了すると、電源ランプが点灯します。

③

1 POWERボタン[/I]
ボタンを押して電源を入れると、「ワイヤレス
接続モード」になります。
USB接続ケーブルでパソコンまたはレコー
ダーに接続時は、ボタンを押すごとに、「ワイ
ヤレス接続モード」と「パソコン/レコーダー
接続モード」が切り換わります。

・ワイヤレス接続モード
iPhone/iPad/iPod touch上でSDカードの
ファイルを再生(閲覧)したり、写真やビデオ、
連絡先をバックアップしたりできます。
また、対応のディーガに接続すると、お部屋
ジャンプリンク機能*を使うことができます。

・パソコン/レコーダー接続モード
（アクセスランプがオレンジ色に点灯中）
パソコン/レコーダーからSDカードにファ
イルを保存することができます。

2 カードふた *:お部屋ジャンプリンク機能などの詳細は、
   「取扱説明書 詳細操作編」をご覧ください。

wisdom viewer

wisdom viewer
X

wisdom viewer

例）

SDXCカードをSDXCに対応していない機器に入れると、自動的にフォーマットするように誘
導されることがあります。フォーマットすると、保存されているファイルが消去されますので、
ご注意ください。
SDXCカードにファイルを保存する場合、本製品にSDXCカードを入れた後、パソコンとUSB
接続して、ファイルを保存してください。



本製品について

付録

本製品の上に重い物を置かない
故障の原因になります。

次の場所で本製品を使用したり保管したりしない
・使用温度範囲外の場所（暖房器具の周辺、日
の当たる自動車内、直射日光の当たる場所）

・水分や湿気の多い場所
・結露を起こす場所
・磁場が発生する場所
・不安定な場所
変形・変色・劣化・損傷・故障の原因になります。

電源を入れたまま長時間、直接触れて使用しない
本製品の温度の高い部分に長時間、直接触れてい
ると低温やけど※の原因になることがあります。
※血流状態が悪い人（血管障害、血液循環不良、糖  
尿病、強い圧迫を受けている）や皮膚感覚が弱い  
人などは、低温やけどになりやすい傾向があり 
ます。

指定のAC アダプタを使う
指定外のAC アダプタで使用すると、火災や感電
の原因になることがあります。

取り外したねじなどは、乳幼児の手の届くところに置かない
誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。
・万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

安全上のご注意（必ずお守りください） 使用上のお願い

本製品を廃棄するときのお願い

動作環境

仕様

無線LAN接続のパスワード変更について

※ご使用環境によって異なります。

連続再生時間*2  約4時間30分 （MP4動画（QVGA）送信時）
                      *2：通常充電で充電した場合です。エコ充電で充電した場合の連続再生時間は、通常充電時   
                             の約90％の時間となります。
充電時間 通常充電時：約2時間30分　エコ充電時：約2時間

接続方式 IEEE802.11b/g/n準拠
周波数帯 2.4 GHz帯

※HD画質以上の動画は、SDカードからiPhone/iPad/iPod touchへ保存後に再生できます。
※上記以外の対応ファイル形式は、iOSのバージョンに依存します。

内蔵電池 リチウムイオン電池 3.7 V 900 mAh
電源 　DC 5.0 V、500 mA（外部電源使用時*1）
 　*1：パソコンやディーガなどのUSBポートまたは、SoftBank SELECTION スマートフォン用
 　　　microUSB充電AC アダプタ（SB-AC05-HDSM）
使用温度範囲 5 ℃～ 35 ℃
インターフェース SDカードスロット、microUSB（Bタイプ）ポート
外形寸法 約55（W）×91（D）×10（H）mm（突起部を除く）

動画 持ち出し番組：SD-Video規格 H.264 Mobile Video Profile準拠/VGA、ワンセグ
 MP4動画：MPEG-4/VGA、QVGA
画像 JPEG ベースライン方式
音楽 MP3、M4A

■ 基本仕様

■ 対応ファイル形式

■ 無線LAN

■ 動作時間

・USBポートがある以下のOSを搭載したパソコン*1（日本語版に限ります）
  Windows® ８/Windows® 7（SP1）/Windows Vista®（SP2）/Windows® XP（SP3）*2/
  OS X Mountain Lion (v10.8以降)/OS X Lion (v10.7.3以降)
・DIGA(ディーガ) *3

*1：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。
*2： SDXCカードをご使用の場合には、exFATファイルシステムの対応が必要です。Microsoftのサイト
　　より更新プログラム（KB955704）を検索し、インストールしてください。
*3：詳しくは、http://softbankselection.jp/memory-rw/でご確認ください。

対応機種　　　　　　　　　（2012年12月現在）
・iPhone 5
・iPhone 4S
・iPhone 4

・iPad mini
・iPad (3rd ＆ 4th generation)
・iPad 2
・iPod touch 4th & 5th generation

※iOS 6.0/5.0に対応しています。
※本製品のご利用には、専用アプリ(無料)が必要です。

保証規定

お客様窓口のご案内

小形充電式電池のリサイクルについて

著作権/商標について

■ 本製品に関することは、
　 以下にお問い合わせください。

■ ディーガに関することは、
　 以下にお問い合わせください。

販売元：ソフトバンクBB株式会社
〒105-7304　東京都港区東新橋1-9-1
東京汐留ビルディング

本製品のネットワーク名（SSID） は通信範囲内の他の対応機種にも表示されます。セキュリティ環境の向
上のため、「3 無線LAN接続をする」（表面）の手順⑤で入力したパスワードを変更することができます。

iPhone/iPad/iPod touchのホーム画面で「wisdom viewer」を選ぶ

「wisdom viewer」画面下のタブバーから「その他」→「設定」*の順に選ぶ
*: iPadをお使いの場合、画面下のタブバーから「設定」を選んでください。

設定画面で「本体設定」を選ぶ

本体設定画面で「ネットワーク設定」を選ぶ

ネットワーク設定画面のパスワード欄で、任意のパスワードを設定する
半角英数字で8～63文字の間で入力してください。
変更したパスワードは忘れないようにしてください。

「設定」を選ぶ

①
②
③
④
⑤
⑥ 設定が変更されます。

再度、無線LAN接続をし直してください。
手順⑤で設定した無線LAN接続のパスワードを入力する必要があります。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を
　 区分して、説明しています。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明し
　 ています。

「死亡や重傷を負う恐れが大きい内容」
です。 してはいけない内容です。

「死亡や重傷を負う恐れがある内容」
です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が
発生する恐れがある内容」です。

実行しなければならない内容です。

本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。また、本製品に強い圧力をかけないでください。
・強い衝撃が加わると、外装ケースが壊れ、故障や誤動作の原因になります。
・包装材料などは商品を取り出した後、適切に処理をしてください。
・本製品の使用後、他のネットワークに自動的に接続しない場合があります。その場合は使用したいネットワー
クを選んでもう一度接続してください。

・パスワードが第三者に知られた場合、不正に利用される可能性があります。パスワードはお客様ご自身の責任
で管理してください。当社では不正利用された場合の責任は負いません。

・本製品は日本国内でのみ使用できます。電波法の規制があるため、海外には持ち出さないでください。

この装置は、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ください。

VCCI-B

本製品に内蔵している電池を取り出してください。
電池の取り出し方については取扱説明書 詳細操作編をお読みください。

製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しないでください。

本製品には、リチウムイオン電池を使用しています。
電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
使用済み製品から取り外した電池、および交換後不要になった電池のリサイクルにご協力ください。

■リサイクル方法
リサイクル協力店にある小形充電式電池「リサイクルBOX」に入れてください。
※ 無償でリサイクルいたします。
　 ただし、リサイクル協力店までの費用（交通費など）はお客様にてご負担ください。

■リサイクル時のご注意
●リード線や金属端子は必ず絶縁してください。
　リード線や金属端子部等が露出したものは、ショートにより発熱･発火の恐れがありますので､
　ビニールテープ等で必ず絶縁してください。
●電池パックは解体しないでください。
　プラスチックケースやビニールケースに入った電池パックは、解体すると金属端子が露出し､
　ショートの原因となります。絶対に解体しないでください。

■リサイクル協力店について
一般社団法人 JBRCのホームページをご参照ください。
ホームページ：http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html

製造元：パナソニック株式会社
AVC ネットワークス社
〒571-8504　大阪府門真市松生町１番15 号

WR01V04_201303A

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線
の混雑時に数分で切れる場合があります。

本製品を対応機種以外で使用しない

布や毛布などをかぶせた状態で使用または
充電しない
発熱・発火の原因になります。

振動のある場所や不安定な場所で充電しない
発熱、発火、故障の原因になります。

SDカードは、乳幼児の手の届くところに置かない
誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。
・万一、飲み込んだら、すぐに医師にご相談ください。

本製品は充電式電池を内蔵しています
・火中投入、加熱、高温での充電・使用・放
置をしない

・電子レンジで加熱しない
・分解・改造しない（製品廃棄時を除く）
発熱・発火・破裂の原因になります。

内部に金属物を入れたり、水などの液体をか
けたりぬらしたりしない
ショートや発熱により、火災・感電の原因になります。
・本製品の近くに水などの液体の入った容器や金
属物を置かないでください。

・特にお子様にはご注意ください。

所定の充電時間を超えても充電が完了しな
い場合は、USB接続ケーブルまたはACア
ダプタを外し、使用をやめる
そのまま使用すると、発熱・発火・感電・けがの
原因になります。

満員電車の中など混雑した場所では、付近に
心臓ペースメーカーを装着している方がい
る場合があるので、電源を切る
本製品からの電波がペースメーカーの作動に影響
を与える場合があります。

心臓ペースメーカーを装着している方は装
着部から22 cm 以上離す
本製品からの電波がペースメーカーの作動に影響
を与える場合があります。

自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の
近くでは電源を切る
本製品からの電波が自動制御機器に影響を及ぼす
ことがあり、誤動作による事故の原因になります。

病院内や医療用電気機器のある場所では電
源を切る
本製品からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼす
ことがあり、誤動作による事故の原因になります。

航空機内では電源を切る
本製品からの電波が運航の安全に支障をきたす恐
れがあります。

異常・故障時には直ちに使用を中止する
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
異常があったときには、外部電源を抜く
・煙が出たり、異常なにおいや音がする
・映像や音声が出ないことがある
・内部に水や異物が入った
・本体が破損した
そのまま使うと火災・感電の原因になります。
・電源を切り、販売店にご相談ください。

パスワードを忘れてしまったときは
以下の操作でご購入時の初期パスワード(本製品の裏面ラベルのkey No）に戻すことができます。
POWERボタン[/I]を10秒以上押す
(5秒経過した時点で電源ランプとアクセスランプが両方点滅し始めます)
本製品が再起動し、ご購入時の設定に戻ります。（パスワード以外もご購入時の設定に戻ります）

・SDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
・Microsoft、 Windows およびWindows Vista は米国
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。
・Mac、Mac OSは、米国および他の国々で登録された
Apple Inc.の商標です。
・iPod, iPod touchは米国および他の国々で登録された
Apple Inc.の商標です。
・iPadは、Apple Inc.の商標です。
・その他、本文で記載されている各種名称、会社名、商品名な
どは各社の商標または登録商標です。なお、本文中では
TM、®マークは一部明記していません。
・Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写
真を使用しています。

本製品は、以下の種類のソフトウェアから構成されています。
（1）パナソニック株式会社（パナソニック）が独自に開発した
  ソフトウェア

（2）第三者が保有しており、パナソニックにライセンスされた 
  ソフトウェア

（3）GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version2.0  
  (GPL V2.0) に基づきライセンスされたソフトウェア

（4）GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version2.1
  (LGPL V2.1)に基づきライセンスされたソフトウェア

（5）GPL V2.0、 LGPL V2.1以外の条件に基づきライセンス 
  されたオープンソースソフトウェア

上記（3）～（5）に分類されるソフトウェアは、これら単体で

有用であることを期待して頒布されますが、「商品性」または
「特定の目的についての適合性」についての黙示の保証をしな
いことを含め、一切の保証はなされません。詳細は、本製品の
設定画面から所定の操作により表示されるライセンス条件を
ご参照ください。

パナソニックは、本製品の発売から少なくとも３年間、以下
の問い合わせ窓口にご連絡いただいた方に対し、実費にて、
GPL V2.0、LGPL V2.1、またはソースコードの開示義務を
課すその他の条件に基づきライセンスされたソフトウェアに
対応する完全かつ機械読取り可能なソースコードを、それぞ
れの著作権者の情報と併せて提供します。

問い合わせ窓口：
cdrequest.vaccessory@gg.jp.panasonic.com

また、これらソースコードおよび著作権者の情報は、以下の
ウェブサイトからも自由に入手することができます。
http://panasonic.net/avc/oss/vaccessory/JPACT12.html

お客様は下記保証内容を十分にご理解のうえ、本製品をご使用ください。
■ 保証内容
1. 本製品付属の保証書（以下「保証書」といいます）に定める保証期間
（本製品ご購入日から起算されます）内に、適切な使用環境および使
用方法で発生した本製品（本体部分のみが対象となり、付属品・消
耗品等は含みません）の故障に限り、無償で本製品を修理または交
換いたします。なお、本製品の外観・美観等については保証の対象
となりません。
また、修理または交換させていただいた製品の保証期間は、修理ま
たは交換後の製品お引き渡し日より30 日間もしくは、修理または
交換前の保証期間の残存期間のいずれか長い期間とします。

■ 無償保証範囲
2. 以下の場合には、保証対象外となります。
（1） 保証期間を経過した場合。
（2） 保証書および故障した本製品をご提示いただけない場合。
（3） 保証書に販売店、購入年月日、お客様の情報の記載がない場合。
（4） 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
（5） 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様に

よる改造、分解、修理により故障した場合。
（6） 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障ま

たは破損した場合。
（7） 通常想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等によ

り故障した場合。
（8） 取扱説明書に記載された使用方法によらずに使用した場合。
（9） 取扱説明書に記載された注意事項に従わないことに起因して故

障が発生した場合。
（10） 取扱説明書に記載されていない機能および品質を理由に修理ま

たは交換を要請される場合。
（11） 本製品の消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起

因して故障が発生した場合。
（12） 本製品をご購入いただいた後の輸送中または保管中に発生した

衝撃、落下等により故障した場合。
（13） 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧な

どの外的要因により故障した場合。
（14） 前各号に掲げるほか、故障の原因がお客様の使用方法にあると

認められる場合。
（15） その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された

場合。
■ 修理および交換
3. 修理のご依頼をされる場合は、まず、ソフトバンクセレクションお客
様窓口（連絡先：0800-111-2247（フリーダイヤル））までご連絡
ください。修理に関する詳しいお手続き方法をご案内いたします。
また、ご連絡いただく際に、下記情報をお手元にご用意ください。

［必要な情報］
（1） 返送先（氏名・住所・電話番号［平日昼間の連絡先］）
（2） 製品名
（3） シリアルナンバー
（4） 故障とご判断した症状・エラーメッセージ（なるべく具体的に）
（5） 発生状況（発生した日・発生した条件等なるべく具体的に）
（6） 発生頻度（発生した回数・発生した時間等なるべく具体的に）
（7） ご使用環境（パソコン機種名・使用OS / OS バージョン

［Windows® 7 等］・周辺機器等）

4. お客様窓口にご連絡いただいた後、お客様窓口からご案内させてい
ただく方法に従い、保証書を本製品に添えてソフトバンクセレク
ション修理センターまでご送付ください。
本製品を送付される場合には保証書にお客様のご住所およびお名前
をご記入ください。なお、お客様からいただいた個人情報は、原則
として本製品の修理および交換の目的の範囲内で利用させていただ
きますが、リコールなど本製品の安全を確保するためにお客様にご
連絡する必要性がある場合には、当該情報を利用することがあるこ
とをあらかじめご了承願います。その他、個人情報の取り扱いに関
しましては、弊社プライバシーポリシーをご参照ください。
（URL http://www.softbankbb.co.jp/ja/privacy/index.html）
5. ソフトバンクセレクション修理センターへご送付いただく場合の送
料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際は、適切
な梱包のうえ、紛失防止のため受け渡しの確認ができる手段（宅配
や簡易書留など）をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の
破損、紛失については一切責任を負いません。また、返送時は輸送
時の破損を防止するため、お送りいただいたときと異なる梱包を行
う場合があります。その際は、お客様よりお送りいただいたときの
梱包部材（箱等）は弊社にて破棄させていただきますのであらかじ
めご了承願います。

6. 修理のご要請をいただいた本製品については、弊社の判断で同機種
の製品（ただし、新品とは限りません）と交換させていただく場合が
あります。なお、同機種の製品と交換ができないときは、保証対象
製品と同等の性能を有する他の製品（ただし、新品とは限りません）
と交換させていただく場合があります。

7. 修理により交換された旧部品、または交換された旧製品等は、いか
なる場合でも返却いたしません。

8. 記憶メディア・ストレージ製品等において、ソフトバンクセレクショ
ン修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わ
ず、すべて初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品等を
修理に出す前に、お客様ご自身でデータのバックアップを取ってい
ただきますようお願いいたします。

■ 免責事項
9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を
除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製
品購入代金を上限とさせていただきます。

10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、
逸失利益については、弊社は責任を負いません。

11. データの消失または破損等につきましては、弊社に故意または重大
な過失がある場合を除き、前2 項の範囲で責任を負います。

■ 有効範囲
12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。また、本製品の
日本国外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたし
ません。

（This warranty is valid only in Japan.）

SD（～2 GB）：FAT12/16
SDHC（4 GB～ 32 GB）：FAT32
SDXC（48 GB、64 GB）：exFAT

■ 対応SDカード

※miniSDカード、microSDカードもSD変換アダプタを装着することで使用できます。

■個人情報について
連絡先や個人情報を含む文書などをSDカードにバックアップした場合で、本製品を修理依頼または譲渡/ 廃棄
されるときは、個人情報保護のため本製品からSDカードを必ず抜いてください。

●免責事項
個人情報を含む情報は、誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、その他の取り扱いによって変化、消失するこ
とがあります。
個人情報を含む情報の変化、消失が生じても、それらに起因する直接または間接の損害については、当社は一切
の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

本製品専用の充電式電池です
この機器以外に使用しない
取り出した充電式電池は充電しないでください。
・火への投入、加熱をしない
・くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない
・+と－を金属などで接触させない
・ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない
・電子レンジやオーブンなどで加熱しない
・火のそばや炎天下など高温の場所で放置しない
・水中への投入をしない
発熱・発火・破裂の原因になります。

電池の液がもれたときは、素手で
さわらない
・液が目に入ったときは、失明の恐れ
があります。目をこすらずに、すぐ
にきれいな水で洗った後、医師にご
相談ください。

・液が身体や衣服に付いたときは、皮
膚の炎症やけがの原因になるので、
きれいな水で十分に洗い流した後、
医師にご相談ください。

廃棄時取り出した電池について




