
64MB

注意

この度はCFカードアダプタをお買い上げいただき、誠にありがとうございま
す。本製品はxD-Picture Card (以下xDカード）をパソコン上で使用するた
めのインターフェースアダプタです。ご使用の前に次の点をご確認ください。
※ 本製品をパソコンでお使いいただくには、パソコン側にCFカードType I
のスロットを備えている必要があります。

（詳細は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。）

CFカードアダプタ

MACF-10
取扱説明書
この取扱説明書は、本製品をxD-Picture Card（以下xDカード）と使用す
る際の取扱方法について記載しています。ご使用の前に本書をよくお読みの
うえ、安全に正しくお使いください。また、お読みになった後は必ず保管し
てください。
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本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束
するものです。お買い上げ日から上記期間中故障が発
生した場合は、商品と本書をお買い上げ店もしくは取
扱説明書などに記載されている弊社サービスステーシ
ョンにご持参の上、修理をご依頼ください。
この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

裏面をご覧ください

保証書責任者
履行者

〒163-8610
東京都新宿区西新宿1の22の2
新宿サンエービル

●発熱物・発火物の近くでのご使用は避けてください。
発煙・火災の恐れがあります。

●本製品のカード挿入口に異物等を入れないでください。
故障の原因となります。

●水・薬品・油等の液体に浸さないでください。
ショート、感電、火災の恐れがあります。

●自分で修理や改造、または分解しないでください。
火災、感電、または怪我をする恐れがあります。

●カードへのデータ書き込み・読み出し中に振動・衝撃を
与えたり、カード及び電源を抜いたりしないでください。
内部データが破壊されたり、消失する恐れがあります。

●曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えた場合は、お買
い求めの販売店または「お問い合わせ先」まで点検を依
頼してください。
そのまま使うと、発煙、火災の恐れがあります。

●本製品やカードを携帯する時は、必ず専用のケースに入
れてください。
ケースに入れないと、故障する恐れがあります。

保証書付

火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、
誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関しては、当社は一切責
任を負いません。
本商品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（記憶内容の変化・
消失など）に関して、当社は一切責任を負いません。
取り扱い説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、
当社は一切責任を負いません。
接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社
は一切責任を負いません。

安全上のご注意

免責事項について

主な仕様

カードの取り付け／取り外し

付属品のご確認

ご使用の前にすべての付属品がそろっているかご確認ください。万一、不足
しているものがありましたら、お買い上げの販売店までご連絡ください。

取り付ける
文字が書かれている面を上にして、本製品の挿入口に確実に押し込みます。

カード挿入口

CFカードアダプタ

分解禁止

分解禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

強制

強制

xDカード

絵表示の例

記号は行為を強制したり指示する内
容です。図の近くに具体的な指示内容
が描かれています。

記号は禁止の行為を示す内容です。
図の中や近くに具体的な禁止内容が描
かれています。

CFカードアダプタ　１枚 取扱説明書（保証書付）１枚

対応カード：xD-Picture Card 3V（3.3V）16-128MB
対応OS：Windows 95/98/2000/Me/XP、Mac OS 7.6以降
インターフェース：CFカード　Tyep Iスロット対応
電源電圧：5V
使用環境温度：0～40℃
外形寸法：約36.4（縦）×42.8（横）×3.3（厚さ）mm

ご注意

● カードを挿入する際は、確実に奥まで差し込んでください。
● 本製品をパソコン等の機器に装着したままで、カードの抜き差しを行なわ
ないでください。カード内のデータが破壊される恐れがあります。

取り外す
1 裏面の“CFカードアダプタのご使用方法ーパソコンから取り外すとき”
の手順を行ないます。

2 矢印方向に向かってカードを引き抜きます。

ソフトケース　１枚

This warranty is valid only in Japan for 1 year from the date of purchase.
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�ご使用の前に
● カードへのアクセス中に本製品をパソコンから抜くと、カードやカード内の
データが破壊されることがあります。

● xDカードにはライトプロテクト機能がありません。大切なデータのお取り扱い
には十分ご注意ください。

● カードをデジタルカメラなどの対応機器で使用する場合は、必ずその機器で
初期化（フォーマット）してください。パソコン側でフォーマットした場合、
データが破壊されることがあります。詳しくは、お使いの対応機器の取扱説明書
をご参照ください。

[Windows 95/98/2000/Me/XPの場合]
�セットアップ
1 本製品にカードを取り付けます（“カードの取り付け／取り外し”の項参照）。
2 本製品をパソコンの CFカードスロットに挿入します。「新しいハードウェアの
追加ウィザード」が表示されたら、「次へ＞」をクリックします。

3 画面にしたがって、数回「次へ＞」をクリックし、確認画面が表示されたら、
「完了」をクリックします。
以上でセットアップが完了しました。「マイコンピュータ」に新しいドライブの
アイコンが表示されていることをご確認ください。2回目以降のご使用では、本製品
が自動的にパソコンに認識されます。

�データの読み出し方
1 マイコンピュータを起動した状態でカードを取り付けたCFカードアダプタを
パソコンへ挿入します。（画面上に新しいドライブが表示されます。）

2 カードのドライブ番号を開き、ディレクトリを選択します。（ディレクトリネーム
はお使いのカメラにより異なります。）
C-900ZOOM以前の機種：￥Imolym￥
C-900ZOOM：￥Im01olym￥
C-2000ZOOM 以降の機種：￥DCIM￥＊＊＊olym￥

ファイル操作は、「エクスプローラ」等のファイル操作ソフトでも行えます。詳し
くはお使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

�パソコンから取り外すとき
1 画面右下のタスクバーに表示されている のアイコンを左クリックします。
2 「標準IDE／ESDIハードディスクコントローラの中止」または「PCMCIA
IDE／ATAPIコントローラを停止します」を選択します。

3 確認画面が表示されたら、「OK」をクリックして、CFカードアダプタを取り外
します。（Windows XPではこの手順は必要ありません。）

ご注意

● お使いのバージョンによって、画面表示が異なる場合があります。
● セットアップ時に、「新しいハードウェア」画面でドライバの選択を要求する表
示が出た場合は、「Windows標準のドライバ」を選択し、「OK」をクリックし
てください。

● Windows XPをご使用の場合は、本製品をパソコンのCFカードスロットに挿入
するだけで自動的に認識されるため、“セットアップ”の手順は必要ありません。

保証書・アフターサービス

保証規定

1.この保証書は、使用説明書、取扱上の注意
事項等にしたがったお取扱いにより本製品
が万一故障した場合は、お買い上げ日から
満一年間無料修理をいたしますので、お買
い上げの販売店または使用説明書記載の当
社サービスステーションに、本商品に本書
を添付ご持参の上修理をご依頼ください。

2.販売店、または当社サービスステーション
にご持参いただくに際しての諸費用は、お
客様にご負担願います。また販売店と当社
間の運賃諸掛につきましては、輸送方法に
よって（問屋便以外を使用した場合）一部
ご負担いただく場合があります。

3.保証期間内でも次のような場合には、有料
修理になります。
(イ) 使用上の誤り（使用説明書、取扱上の

注意事項等以外の誤操作等）により生
じた故障。

(ロ) 当社サービスステーション、および当
社が認定する修理店以外で行われた修
理・改造・分解掃除等による故障。

(ハ) お買い上げ後の輸送・落下・衝撃等に
よる故障および損傷。

(ニ) 火災・地震・水害・落雷その他の天災
地変、公害による故障及び損傷。

(ホ) 保管上の不備（高温、多湿の場所、ナ
フタリン等の防虫剤や有害薬品のある
場所での保管等）や手入れの不備等に
よる故障。

(ヘ) 砂、泥、水かぶり等が原因で発生した
故障。

(ト) 本保証書の添付のない場合。
(チ) お買い上げ年月日、販売店名、商品

No.等の記載事項を訂正された場合。
4.保証の対象となる部分は本体のみで、付属
品類は保証の対象となりません。

5.本製品の故障に起因する付属的損害につい
ては補償いたしかねます。

1.本保証書をお受け取りの際は、販売店名お
よびお買い上げ年月日等が記入されている
かどうかをご確認ください。もし記入もれ
があった場合は、ただちにお買い上げの販
売店へお申し出ください。

2.保証期間経過後の修理等についてのお問い
合わせは、お近くの当社サービスステーシ
ョンをご利用ください。

3.本保証書は再発行いたしませんので紛失し
ないように大切に保管してください。

1.修理完了品には、当社より修理伝票が発行
されますので、修理品をお受取の際ご確認
ください。

2.本製品は、製造打ち切り後5年間は原則と
して修理をお受けいたします。なお、期間
後であっても修理可能の場合もありますの
で、お買い上げの販売店または、お近くの
当社サービスステーションにお問い合わせ
ください。

ご注意
1.本保証書は、以下の保証書規定により無料
修理をお約束するもので、これによりお客
様の法律上の権利を制限するものではあり
ません。

2.本保証書の表示について、ご不明な点は当
社サービスステーションにお問い合わせく
ださい。

保証書取扱上の注意

アフターサービスについて

■ 保証書

● 保証書はお買い上げ店で所定事項を記入し、記載内容をお確かめの上、大切
に保存してください。

● 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

調子が悪い時はまずチェックを。この説明書をもう一度ご覧になってお調べく
ださい。

それでも調子が悪い時はお買い上げ店、または取扱説明書などに記載されてい
るお近くのオリンパスサービスステーションのサービス窓口へご相談ください。

保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて無料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。

保証期間後の修理は、修理によって機能が維持できる場合に限りご要望で有料
修理させていただきます。

■ 修理ご依頼に際してのご注意

● 保証規定による修理をご依頼の際には、必ず保証書を添付してください。
● サービス窓口やお買い上げ店ではご指定の修理箇所、故障内容を詳しくご説
明ください。故障の内容によっては、お持ちのデジタルカメラを添付してく
ださると修理作業の参考になります。

● 修理箇所のご指定のないとき、弊社では各部点検をはじめ品質、性能上必要
なすべての箇所を修理点検しますので、料金が高くなることがあります。

● 修理料金が高く見込まれるときは、「何円以上は連絡してほしい」と金額を
ご指定ください。ご指定のないときは修理を進めさせていただきます。

● 修理に関係のない付属品類は、紛失などの事故を避けるため修理品から取り
外してお手元に保管してください。

● 修理のために本機器を輸送される場合は、ご購入時の外箱に入れてしっかり
包装し、必ず書留小包でお送りください。

CFカードアダプタのご使用方法

Copyright 2002 OLYMPUS OPTICAL CO., LTD.
VT410101

[Macintoshの場合]
DOSフォーマットのカードを使用するためには、「PC Exchange」や「File
Exchange」などの機能拡張が必要です。詳しくはお使いのMacintoshの取扱説
明書をご参照ください。

CFカードアダプタが認識されないときは・・・
パソコンのIRQの空きを確認してください。番号が00～15まで埋まってい
る場合は、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧になり、使用していない機
能を停止して、IRQの空きを作成してください。

*             及びその他は日本及び海外における商標です。

●ホームページによる情報提供について
製品仕様、パソコンとの接続、OS対応の状況、Q&Aなどの各種情報を当社のホームページで
ご提供しております。
オリンパスホームページ （http://www.olympus.co.jp/） から「サポート」→「デジタル
カメラ/プリンタ関連」へ進み、ご利用ください。

●電話等でのご相談窓口

〒163-8610 東京都新宿区西新宿1の22の2 新宿サンエービル

フリーダイヤル�

携帯電話・PHSからは 0426-42-7499
                       FAX 0426-42-7486

0120-084215

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。
営業時間 平日　9:30～21:00        土・日、祝日　10:00～18:00 

(年末年始、システムメンテナンス日を除く)
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