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パソコン用接続端子

アンドロイド用接続端子
iPhone/iPad(mini)/iPod用
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①microUSB接続端子（※収納式）
　…アンドロイド搭載機器等に接続します。
②USB接続端子
　…パソコン機器等に接続します。

　

③microSDカード挿入口
　…microSDカードメモリ対応スロットです。
④SDカード挿入口
　…SDカードメモリ対応スロットです。
⑤ライトニング接続端子
　…iPhone/iPad(mini)/iPodに接続します。
　　（※ライトニング接続の機器のみ）
⑥保護キャップ×2
　…使用しないとき埃をガードします。
⑦microUSB端子引き出し溝１（青）
⑧microUSB端子引き出し溝2（青）
⑨microUSB端子ロック（青）

【各部名称と働き】

1

2

【microUSB端子の引き出し方法】

【microUSB端子の収納方法】

USB接続端子②の背
面にある引き出し溝
1⑦に爪やつまようじ
等の先の尖ったもの
をひっかけ、引き出
し溝2⑧が見えるまで
microUSB接続端子
①を押し出します。

〈お客様へのお願い〉 
この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの「製品取扱説明書」をお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後も大切に保管し、必要なときにお読みください。

〈ご注意〉 
●記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。●本製品はAppleの純正品・認証品ではありません。●本製品は
非認証のため、iOSのバージョンによっては画面にメッセージが表示される場合があります。●今後のOSのバージョンアップに
より動作しなくなる可能性もございます。予めご了承ください。 

見えてきた引き出し
溝2⑧に爪やつまよ
うじ等をひっかけ、
更にmicroUSB接続
端子①を押し出して
ください。

⑨ ⑧ ①
3 microUSB接続端子

①を更にカチッと音
がするまで指で引き
出してください。

microUSB端子ロッ
ク⑨を爪または指の
先で押し、反対の指
でmicroUSB接続端
子①を奥まで押し込
み収納してください。

【対応機種】
●USBホスト機能（OTG）とマスストレージ機能に対応した
　スマートフォンおよびタブレット端末。
※USBホスト機能に対応していない機器には
　対応していません。
※SDカードとmicroSDカードを同時に使用することは
　できません。
※すべてのUSBホスト機能（OTG）に対応した機器での使用を
　保証するものではありません。

●パソコンと接続して、パソコン用のカードリーダーとして
　使用できます。
※USB2.0機器として使用するためには、USB2.0対応の
　ホストアダプタまたはUSB2.0対応のポートが必要です。
　USB2.0非搭載機器ではUSB1.1で動作するため、
　データ転送速度は低下します。

　　　　　 【安全にお使いいただくために】
　　　　　　 ※必ずお守りください

〈警告〉
 火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。
●分解や改造をしないでください。※保証の対象外になります。
　（火災、感電、故障の恐れがあります）

●水などの液体に濡らさないでください。
　（火災、感電、故障の恐れがあります）

●小さな子供のいる場所で本製品の取り外し等の作業を
　しないでください。
　（飲み込む危険性があります）

〈注意〉
 事故や他の機器に損害を与えることがあります。
●取り付け/取り外しの際は慎重に作業を行ってください。
　（機器の故障の原因となります）

●以下のような場所で使用しないでください。
　・直射日光の当たる場所
　・湿気/水分の多い場所
　・静電気の発生する場所
　・埃の多い場所
　・通常の生活環境と大きく異なる場所
　（非常に暑くなる/寒くなる等）
　・傾斜のある不安定な場所
　・破損/振動/衝撃等の恐れのある場所

●長時間ご使用になると機器が熱くなりやけどをする
　恐れがありますので、取扱いにご注意ください。

●本製品を長期間使用しないときはパッケージに入れて
　保管してください。

〈お手入れについて〉
●清掃するときは必ず端末から外し、柔らかい布で
　拭いてください。
※シンナー/ベンジン/ワックスは使用しないでください。

【取り扱い上の注意】
●本製品の取り付け/取り外しは、スマートフォンや
　タブレット端末内および各種メモリー内のデータを
　必ずバックアップしてから行ってください。
※本製品を使用中に発生したデータの損失や接続機器の
　故障については、弊社では責任を負いかねますので
　予めご了承ください。

マルチカードリーダー

※microUSB接続端子①を収納した状態で
　接続を行ってください。



うちのにゃんこが一番

うちのわんこだって世界一

【メモリーカードをセット】 【機器との接続】

【本製品およびメモリーカードの取り外し】

【再生可能なファイル／製品仕様】

On Lord　製品サポートページ　http://www.onsquare.jp/index.html

使用方法 アプリケーションのインストール／ファイルの閲覧方法

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ

Ⓖ

Ⓘ
Ⓙ
Ⓚ

Ⓗ

Ⓛ
ⓂⒶ カードリーダーのメモリに保存されているデータをⒻに表示

Ⓖタップでスマートフォン
に保存されているデータ
一覧に切替表示

Ⓗタップでカードリーダー
のメモリに保存されてい
るデータ一覧に切替表示

Ⓘ各ストレージの使用量を
詳細表示

ⒿスマートフォンとPC間で
ファイルの転送が可能

Ⓚ個人ファイルを非表示に
することが可能

Ⓛ削除したファイルを表示

Ⓜ使用しません（別アプリ）

使用しません
動画/写真を撮影し、各フォルダを作りカードリーダー内のメモリに保存
iPhone等に保存されているデータをⒻに表示
各種設定が可能

Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
Ⓔ

右記の形式のファイルを再生確認済みです。

１．アプリをインストールした後、製品本体をスマートフォン等に接続します。
２．ファイル管理アプリをタップして起動します。
※接続時の確認通知、画面表示/ファイルの保存場所等は、機種により異なります

※各データの再生にはお客様の機種に対応および再生用のアプリがインストールされている必要があります。（※サポート対象外）
※上記アプリケーションに関する問い合わせおよびサポートは受け付けていません。
※上記アプリケーションは全ての機種での動作を保証するものではありません。
※スマートフォンやタブレット端末への転送方法等は、各機種の取扱説明書をご覧ください。

● 書類：txt / doc / xls / xlsx / pdf　　　　● 音楽：mp3 / wma / wav / m4a / ogg
● 動画：mov / avi / mp4 / flv / 3gp / asf　● 写真：jpg / jpeg / png / gif / bmp

Ver.02

microSDカード／microSDHCカード等 iPhone等

アンドロイド

パソコン等SDメモリカード／SDHCメモリカード等

推奨再生アプリ（アンドロイド搭載のスマートフォン/タブレット）

カードの印字面を上向きにし、カチッと音がするまで
押し込みます。
外すときは一度奥に押し込んでから引き抜いてください。

カードの端子面を上向きにし、奥に突き当たるまで
押し込みます。
外すときはそのままゆっくり引き抜いてください。

App Storeにて
無料専用アプリケーション
『iUSB Pro』をインストールします。

Google Playにて「ファイル管理アプリ」を検索し、
任意のファイル管理アプリをインストールします。
アプリをタップすると保存されているデータの
一覧が表示されます。

ライトニング接続端子⑤を
接続します。

microUSB接続端子①を
接続します。

USB接続端子②を
接続します。

【アンドロイド搭載のスマートフォン/タブレット】【iPhone/iPad(mini)/iPod】

Ⓕ 保存データ一覧

保存データ一覧

※本製品を接続すると、左の
　メッセージが表示されますので
　「許可」を選択してください。

アプリは下記URLまたはQRコードより
無料ダウンロードできます。

※画面は無料アプリケーション『ファイルマネージャー』のものです。

●本製品およびメモリーカードの取り外しは、本製品にアクセスして
いるアプリケーションをすべて終了してから行ってください。
（※アプリケーションを使用中に取り外すと、データが破損/紛失する
恐れがあります）
●パソコンに接続している場合は、必ず「ハードウェアの安全な取り
外し」を行ってから取り外してください。

本製品の各接続端子を、接続する機器に合わせて選び差し込みます。本製品の使用前に、メモリーカードをセットします。

製品仕様
インターフェース

サ　　イ　　ズ

USB2.0 / microUSB / Lightning

約W61×H23×D10㎜

コ　ネ　ク　タ USBコネクタ / microUSBコネクタ / Lightningコネクタ

重　　　　　量 約9g

対応メモリー SDカード / microSDカード（容量：8GB ～ 128GB）
環　境　条　件

対　応　O　S

動作時：０℃ ～ 45℃
保管時：－10℃ ～ 55℃（結露なきこと）

iOS9以降 / Android4.1以降
MacOSX以降 / Windows10/8.1/8/7/VISTA/XP

対応フォーマット FAT32 / exFAT

https://www.videolan.org/vlc/index.ja.html

※VLC media playerで正常に再生できない場合は
　お客様の再生環境の問題となります。

【VLC for Android】


