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エクスプレスカード
アダプタ

エクスプレスカードアダプタ
共通取扱説明書

ADR-EXMLT1
ADR-EXMLTS
ADR-EXUSB最新の情報はWEBサイトで！!  http://www.sanwa.co.jp/

■サポート情報
■ドライバのダウンロード
■よくある質問（Q&A）
■各種対応表

▼“サポート&ダウンロード”コーナーへ▼トップページから

ご質問、ご不明な点などがございましたら、
ぜひ一度、弊社WEBサイトをご覧ください。

など、最新情報を随時更新しています。

※写真はADR-EXMLTSです。



ご注意

●本製品は日本国内仕様です。日本国外での使用の場合は責任は負い
かねます。
●本製品のデータが消失、破損したことによる損害については、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。
●この取扱説明書（のち本書）はサンワサプライ株式会社が作成したも
ので、著作権は弊社が所有しています。
●本書の無断での転載、複製も禁止します。
●本書の内容は予告なしに変更することがございます。
●製品の仕様は予告なしに変更することがございます。
●記載の社名及び製品名は各社の登録商標です。

1．はじめに

この度はカードアダプタADR-EXMLT1・EXUSB・EXMLTSをお買い
上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明
書をよくご覧ください。読み終わったあともこのマニュアルは大切に保
管してください。

　パッケージ内容をご確認ください。

※万一、上記の中のに不足品がありましたらお買い上げいただいた　
　販売店か弊社までご連絡ください。

●取扱説明書
●保証書（取扱説明書に含む）
●本製品
・ADR-EXMLT1
　　エクスプレスカードアダプタ
・ADR-EXUSB
　　変換アダプタ
・ADR-EXMLTS
　　エクスプレスカードアダプタ・変換アダプタ
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警告

●分解・改造はしないでください。
　(火災、感電、故障の恐れがあります)
　※保証の対象外になります。

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

●小さな子供のそばでは本製品の取り外しなどの作業をしないで
ください。
　(飲み込んだりする危険性があります)

下記の事項を守らないと、火災・感電により、
死亡や大けがの原因となります。

注意 下記の事項を守らないと、事故や他の機器に
損害を与えたりすることがあります。

●次のようなところで使用しないでください。
①直接日光の当たる場所
②湿気や水分のある場所
③傾斜のある不安定な場所
④静電気の発生するところ
⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所

●長時間使用後は高温になっております。取り扱いにはご注意く
　ださい。

●ズボンのポケットなどに入れないでください。

2．安全にお使いいただくためのご注意
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3．特長と仕様

■特長
　●Express Cardアダプタと変換アダプタがセットになった便利な
　アダプタ。
　●31種類のメディアが読み書きできます。　
　●PCMCIAカードに比べ約20倍の転送速度！！
　　※弊社PCカードアダプタと比較
　●Windows & Mac両対応。
　●RoHS指令準拠です。
　●USB2.0/1.1に対応したアダプタです。　
　　※USB2.0機器として使用する為にはUSB2.0対応のホストアダプタか
　　USB2.0対応のポートを搭載した機器が必要です。
　　※MacOSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを
　　搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。
■仕様
　●対応機種 ： 各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、　
　Apple Power MacG5・G4・G3、Mac Pro、iMac、Mac mini、
　PowerBook G4・G3、iBook、MacBook　※USBポートを装
　備し、1つ以上の空きがあること。
　●対応OS ： Windows Vista・XP･2000、Mac OS X10.4.1～
　10.4.10・10.5
　●対応カード ： USB2.0対応のExpressCard /54・/34
　　※ExpressCardのインターフェースにはPCI ExpressとUSB2.0の2種
　類があります。PCI Expressには対応していません。

※特長と仕様はセット商品であるADR-EXMLTSを掲載しています。
EXMLT1・EXUSBをご購入の方は、若干内容が異なります。パッケー
ジの特長と仕様をご確認ください。

※全てを同時に使用できません。　
※メモリースティックの「著作権保護されたデータ」には対応していません。
※SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。　
※メモリースティックPRO-HGの高速転送機能には対応していません。
※AIBO専用メモリースティックには対応していません。　
※スタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。
※すべてのパソコン・メモリーカードの動作を保証するものではありません。
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③各種メディアを取り外す場合はゆっくりとメディアを取り出してください。

各種メディアはアダプタへしっかり挿入してください。
各種メディアの挿入が不完全では正常に認識されません。

各種メディアへのアクセス中（読み込みや書き込み）はアダプタを取り
出さないでください。
メディア自体やデータが破壊される恐れがあります。

4．本製品の取付け、取外しについて

②アダプタをパソコンのエクスプレスカードスロットに挿入します。　　　　　

必ず各種メディアをアダプタに挿入してからパソコンへ挿入してください。

エクスプレスカード向きを確認してからパソコンに挿入してください。

①各種メディアを各種アダプタに挿入します。※同時に差すことはできません。

各種メディア※1 メディアは
飛び出します。

ADR-EXMLT1

ADR-EXMLT1

ADR-EXUSB

●エクスプレスカード変換アダプタを使用する場合

各種メディア※1

その他エクスプレスカード

※1:メディアによってアダプタ
が必要な場合があります。
詳しくは、パッケージをご覧
ください。

インストールの方法に関してはご使用のエクスプレスカードの取扱
説明書をご覧ください。
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②アダプタをエクスプレスカードスロット
に挿入します。

①パソコンの電源を入れ、Windowsを起動さ
せます。

※変換アダプタ経由で使用する場合も使用方法は同じです。

④挿入後「マイコンピュー
タ」にドライブアイコン
が追加されます。追加
されていれば、そのま
まご使用になれます。

※タスクバーにもアイコンが
追加されます。
※OSによって表示は異なり
ます。

5．Windows  Vista・XP・2000で使用する場合

※本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。

ADR-EXMLT1

注 意

注 意

USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ず
セルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が
供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供
給できないUSBハブは使用できません。

③パソコンのエクスプレスカードスロットへ挿入した時点で自動認識さ
れます。

変換アダプタを使用する場合はエ
クスプレスカードをしっかり差し込
んでからUSBポートに挿入してく
ださい。

※変換アダプタ経由で使用する場合も使用方法は同じです。

6．Mac OS 10.4～10.5で使用する場合

※本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。

7．メディアの挿入

ADR-EXMLT1

①パソコンの電源を入れ、Mac OSを起動させます。
②パソコンのエクスプレスカードスロットに挿入します。

変換アダプタを使用する場合はエクスプレスカードをしっかり差し込
んでからUSBポートに挿入してください。

③これでインストールは完了です。
※メディアを挿入しないとアイコンは表示
されません。

注 意

注 意

USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ず
セルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が
供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供
給できないUSBハブは使用できません。

●正しくセットアップできたか確認する
　アダプタのスロットにメディアを挿入すると、デスクトッ
プにアイコンが表示されます。
※画像は、OSによって若干異なります。
※ご使用の環境によってメディアアイコンは異なります。

接続前にメディアを挿入するタイプです。カードリーダ認識のため、後から
メディアを挿入する場合は、本製品の裏表を確認し、スロットに水平に挿入
してください。(詳しくはP.4をご覧ください)
注 意 メディアの挿入角度に注意してください。斜めに無理に押し込むと、本製品やメディアを破

損する恐れがあります。

※お使いのパソコンによっては再起動する必要があります。
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④｢ハードウェアの取外し｣が表示されていることを確認して、「OK」をクリック
して本製品をパソコンから取り外します。
※Vista・XP・2000の場合は、

　　「OK」をクリックする必要がありません。

注 意 本製品を取り外す時には、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く
ださい。
ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取り外すと、データが壊れたり、消失する恐
れがあります。

●Windows Vista・XP・2000の場合

②｢ハードウェアの安全な取り外し｣が表示されるので、｢USB大容量記
憶装置｣を選択し、｢停止｣をクリックします。
※XP・2000の場合は、

　　｢USB大容量記憶装置デバイス｣です。

①タスクバーにある｢ハードウェアの安全な取り外し｣アイコンをクリッ
クします。
　※XP・2000の場合は、
　　｢PCカード｣のアイコンです。

③｢USB大容量記憶装置｣が表示されていることを確認して、｢OK｣ボ
タンをクリックします。
※XP・2000の場合は、｢USB大容量記憶装置デバイス｣です。

8．エクスプレスカードアダプタの取出し方
※変換アダプタ経由で使用する場合も使用方法は同じです。
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保　証　書

※必要事項をご記入の上、 大切に保管して下さい。

品 番
シリアルナンバー

販 

売 

店

お名前

ご住所
お
客
様
販売店名・住所・TEL

保証期間　1年　 　　お買い上げ年月日　　 　年　 　月　 　日

〒
TEL

担当者名

ADR-EXMLT1・EXUSB・EXMLTS

●パソコンの電源が切れている場合
　パソコンの電源が切れている場合は、
　そのままメディアを取出してください。
●パソコンの電源が入っている場合
　メディアのアイコンを選択し、ゴミ箱にドラ
ッグ & ドロップし、デスクトップからアイコ
ンがなくなったことを確認後、メディアを
取出してください。 

※ご使用の環境によって、
　メディアアイコンは異なり
　ます。

●Mac OSの場合

8．エクスプレスカードアダプタの取出し方（続き）

9．本製品の取外し
メディアの取出し作業の終了後、本製品にメディアが入っていないこと
を確認してから、パソコンのエクスプレスカードスロットから本製品を
抜き取ります。

※変換アダプタ経由で使用する場合も使用方法は同じです。
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保証規定
1.保証期間内に正常な状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
　万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を商
品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  （1）保証書をご提示いただけない場合。
  （2）所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  （3）故障の原因が取り扱い上の不注意による場合。
  （4）お客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  （5）天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けい
たしかねす。
4.本製品の故障､またはその使用によって生じた直接､間接の損害については弊社はその責を負わない
ものとします。
5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機
器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されてお
りません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる
責任も負いかねます。
7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用はお客様のご負担となります。
8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9.保証書は日本国内においてのみ有効です。
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メモ
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