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microSDカードリーダーライター  
for iPhone/iPad（RS6Z001A）取扱説明書

この度は、「microSDカードリーダーライター for iPhone/
iPad」（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
く安全にお使いください。

• 「安全上のご注意」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。
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箱の中を確認する
□microSDカードリーダーライター for iPhone/iPad　×1
□取扱説明書／保証書（本書）　×1
※microSDメモリカードは別売です。

各部の名前

①

②

③

① 接続端子
iPhone/iPadのLightningコネクタに
接続します。

② LED表示
microSDメモリカードにアクセス中
に、赤紫色に点滅します。

③ microSDメモリカードスロット

ご使用前の準備

i-FlashDrive（専用アプリ、無料）をインストールする
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1 本製品をiPhone/iPadに差し込みま
す。
アプリをインストールする前に、本製
品をお使いのiPhone/iPadに差し込む
と、アプリのインストールを促す確認
画面が表示されます。

2 「App Store」をタップしてアプリを
インストールします。
画面の指示に従い、アプリをApp 
Storeよりインストールしてくださ
い。

上記操作でアプリをインストールできない場合は、次のいずれかの方法でインストール
してください。

 ●QRコードからのインストール  ●AppStoreからのインストール
1 AppStoreに接続します。
2 キーワード「Gigastone」で検索します。
3 「Gigastone i-FlashDrive」アプリを
選択します。

4 「入手」をタップしてアプリをインス
トールします。

microSDメモリカードを取り付ける／取り外す
※microSDメモリカードは別売です。

 ●microSDメモリカードを取り付ける
microSDメモリカードの向きに気をつけて、確実に奥までまっすぐに差し込みます。
 ●microSDメモリカードを取り外す
microSDメモリカードをまっすぐ引き出します。

本製品を使用する

本製品をiPhone/iPadと接続する
本製品にmicroSDメモリカードを取り付けた状態で、本製品の接続端子をiPhone/iPad
のLightningコネクタにまっすぐに差し込みます。
→ 確認画面が表示された場合は、「許可」をタップするとi-FlashDrive（専用アプリ）が起
動します。

i-FlashDriveアプリでできること
i-FlashDriveアプリでは、iPhone/iPad本体やmicroSDメモリカード内のファイルを参
照して写真や動画、音楽を再生したり、バックアップを作成したりすることができます。

①

②
③

④

① 本体（アプリ内）、microSDメモリ
カードの使用率と空き容量が表示され
ます。それぞれの円形部分をタップす
ると保存されているファイルを参照で
きます。

② 画面表示を更新したいときにタップし
ます。

③ i-FlashDriveアプリの各種設定を変
更したいときにタップします。

④ それぞれのアイコンをタップすると、
写真や動画、音楽を再生したり、バック
アップを作成したりできます。

メニュー名 説明

 ミュージック ミュージックや本体（アプリ内）、microSDメモリカード内
の音楽を再生できます。

 写真 カメラロールや本体（アプリ内）、microSDメモリカード内
の写真を閲覧できます。

 ビデオ カメラロールや本体（アプリ内）、microSDメモリカード内
の動画を閲覧できます。

 YouTube YouTubeに接続します。
 Vimeo Vimeoに接続します。
 音声録音 ボイスレコーダとして使用できます。

 Zip アプリ内やmicroSDメモリカード内のファイルを圧縮／
解凍できます。

 本体（アプリ内） i-FlashDrive内の領域にコピーしたファイルを参照できます。
 外付けドライブ microSDメモリカード内のファイルを参照できます。
 Dropbox Dropboxのファイルを参照できます。
 Google Drive Google Driveのファイルを参照できます。
 iCloud Drive iCloud Driveのファイルを参照できます。
 FB Albumバックアップ Facebookのアルバムをバックアップできます。
 Tumblrバックアップ Tumblrのデータをバックアップできます。
 連絡先バックアップ iPhone/iPadの連絡先をバックアップ／復元できます。
 カレンダーバックアップ iPhone/iPadのカレンダーをバックアップ／復元できます。

 写真バックアップ iPhone/iPadのカメラロールの写真、動画をバックアップ
／復元できます。

 全てをバックアップ 連絡先、カレンダー、写真のバックアップを一度に実行します。
 Dropboxバックアップ Dropboxのデータをバックアップできます。

  Google Driveバックアップ Google Driveのデータをバックアップできます。
その他にも、機種変更などの際に、以前使用していたiPhone/iPadやAndroid端末、
microSDメモリカード対応の携帯電話の連絡先を、お使いのiPhone/iPadに移行するな
ど、便利な使い方ができます。
操作方法の詳細に関しては、下記URLへアクセスしてください。
http://www.gigastone.com/aukddi1/
※microSDメモリカードは別売です。

本製品をご利用いただくにあたって
• 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、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り生じた損害
に関して、当社は一切責任を負いません。

• 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利
益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。

• 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
• 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じ
た損害に関して、当社は一切責任を負いません。

• 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードさ
れたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復によ
り生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。

• 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめし
ます。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の
原因にかかわらず、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

※ 本書で表す「当社」とは以下の企業を示します。
 発売元：KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社
 輸入元：Gigastone Japan株式会社
 製造元：Gigastone Corp.

保証書
商品名 microSDカードリーダーライター for iPhone/iPad （型番 RS6Z001A）
保証期間 お買い上げ日より1年
お買い上げ日 　　　　年　　月　　日

※お客様

（ふりがな）
お名前
 様
ご住所

電話番号

販売店

店名・住所

電話番号
「※お客様」欄のすべての項目に楷書で明確にご記入ください。「販売店」欄はお買い上げの販売店様でご記入いただ
くか、ご購入が確認できる証明書（レシート・納品書など）をご提示ください。ご購入が確認できない場合や、記入漏
れ、改ざんがある場合、保証書および保証規定は無効となります。
輸入元 Gigastone Japan株式会社
 Gigastone Japanお客様窓口（03-5643-6646）
 （営業時間：月曜日～金曜日 10:00～18:00祝日を除く）
製造元 Gigastone Corp.
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安全上のご注意（必ずお守りください）
ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お
読みになった後は大切に保管してください。
• ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に
防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

• 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程
度を説明しています。

 ■表示の説明
この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※1を負う危険が切迫して生じ
ることが想定される」内容です。
この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※1を負う可能性が想定される」
内容です。
この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷※2を負う可能性が想定される場合および
物的損害※3の発生が想定される」内容です。

※1 重傷: 失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・
長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷: 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
※3 物的損害: 家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

 ■図記号の説明
禁止（してはいけないこと）を示す記号で
す。

水がかかる場所で使用したり、水に濡ら
したりしてはいけないことを示す記号で
す。

分解してはいけないことを示す記号で
す。

指示に基づく行為の強制（必ず実行して
いただくこと）を示す記号です。

必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。
高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日
光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けが、感
電などの原因となります。
電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりし
ないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

砂や土、泥を掛けたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れない
でください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡らさないでください。火災、やけど、け
が、感電などの原因となります。

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。
落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。火災、や
けど、けが、感電などの原因となります。

接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないよ
うにしてください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

使用中に布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、やけどなどの原因となりま
す。

microSDメモリカードスロットに水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や金属片、
燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
また、microSDメモリカードの挿入方向を間違えないでください。火災、やけど、けが、感電など
の原因となります。

必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。
破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。火災、やけど、
感電などの原因となります。

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでくださ
い。けがなどの原因となります。

乳幼児の手の届く場所に置かないでください。誤って飲み込んだり、けが、感電などの原因と
なります。

本製品を長時間連続使用される場合は温度が高くなることがありますのでご注意ください。ま
た、眠ってしまうなどして、意図せず長時間触れることがないようご注意ください。温度の高い
部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温や
けどなどの原因となります。
本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてくださ
い。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。
本製品で使用している各部品の材質は以下の通りです。

使用箇所 使用材料 表面処理
本体 ポリカーボネート －
接続端子 銅合金 ゴールドメッキ、ニッケルメッキ

取り扱い上のお願い
製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお
読みになって、正しくご使用ください。
• 本製品に無理な力がかからないように使用してください。かばんの中で重いものの下に
なったりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れて座ったりすると、内部基板
などの破損、故障の原因となります。また、microSDメモリカードを取り付けた状態の場
合、microSDメモリカードの破損、故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対
象外となります。

• 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。（動作温度0℃～40℃、湿度
30％～80％の範囲内でご使用ください。）

• 接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因と
なる場合があります。また、このとき強い力を加えて接続端子を変形させないでください。

• お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。乾いた布などで強
く擦ると傷がつく場合があります。水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミに
なることがあります。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤、ガラスクリーナーな
どで拭くと、外装の印刷が消えたり、故障の原因となります。

• 腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障の原因
となります。

• 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出
し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水
滴が付くことがあります（結露といいます）。このような条件下でのご使用は湿気によ
る腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。

• microSDメモリカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上の力を入れないでくださ
い。手や指を傷付ける場合があります。

• microSDメモリカードのデータ書き込み中や読み出し中に、振動や衝撃を与えたり、
iPhone/iPadの電源を切ったりしないでください。データの消失・故障の原因となります。

• 熱湯に浸けたり、熱湯をかけたりしないでください。また、サウナでの使用やドライヤーなど
で熱風を当てないでください。本製品は耐熱設計ではありません。

• 本製品は耐衝撃性能を有しておりません。落下させたり、衝撃を与えないでください。

本書について
• 本書に記載されているイラストおよび画面は、実際の製品および画面とは異なる場合
があります。最新の対応機種、対応OS、製品情報、操作方法の詳細に関しては、下記QR
コードまたは下記URLへアクセスしてください。

[URL]
http://www.gigastone.com/aukddi1/

• iPhone/iPadの操作方法については、それぞれの取扱説明書をお読みください。

商標について
• iPhone、iPad、iCloud、AppStoreおよびLightningは、Apple Inc.の商標です。
• Appleは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
• iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
• Android、Google Drive、Google Play、YouTubeは、Google Inc.の商標または登録商
標です。

• microSD、microSDHC、microSDXCは、SD-3C, LLCの商標です。
• Vimeoは、Vimeo, LLCの商標または登録商標です。
• Facebookは、Facebook, Inc.の商標または登録商標です。
• Dropboxは、米国Dropbox, Inc.の商標または登録商標です。
• Tumblrは、Tumblr, Inc.の登録商標です。
• その他本製品に記載している会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

主な仕様
サイズ 約18.3（W）×33.7（D）×7.0（H）mm
本体質量 約2.5ｇ
動作温度（湿度）範囲 0℃～40℃（湿度：30～80％）
インターフェース Lightningコネクタ
対応microSDメモリカード microSDHC、microSDXC
対応OS iOS7以降
入力電圧 3.3v
※仕様および外観は、予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ窓口のご案内
Gigastone Japanお客様窓口
TEL：03-5643-6646（営業時間：月曜日～金曜日 10:00～18:00祝日を除く）
E-mail：support.jp@gigastone.com

《無償修理規定》
1 本書にお買い上げ年月日、販売店名が記載され
ているかどうかお確かめください。万一記載の
ない場合及びお客様名、製造番号の記入がない
場合、内容が書き換えられた場合は、有償修理と
なります。

2 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに
従った正常な使用状態で機器が故障した場合
には、無償修理をさせていただきます。

3 保証期間内でも、以下の場合には有償修理とな
ります。（または、修理ができない場合がありま
す。）
① 取扱説明書に従った正しい使用がなされな
かった場合。

② 不当な修理や改造による故障や損傷の場
合。

③ 使用上、取り扱い上の過失または事故による
故障や損傷の場合。また、落下、水濡れ、湿気
などの痕跡がある場合。

④ 地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常
電圧などによる故障や損傷。

⑤ 本書の提示がない場合。

4 機器の損傷状況によっては、修理を承れない場
合もあります。

5 本書記載の機器が故障したことにより、発生し
た損害・損失については負担いたしません。

6 本製品を指定外の機器と接続して使用した場
合、万一発生した事故については、責任を負い
かねます。

7 出張による修理対応はお受けできません。
8 本書は日本国内においてのみ有効です。
（This warranty is valid only in Japan.）

9 本書は再発行しませんので、大切に保管してく
ださい。


