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このカードはSDXCメモリーカードです。SDXC応用機器
でのみご使用になれます。ご使用になる前に、お使いの機器
が、このカードの容量のSDXCメモリーカードに対応する機
器であることをご確認ください。
≥ このカードはあらかじめ SDXC メモリーカード規格準
拠のフォーマットがされています。SDXC 応用機器や
SDXC 対応のパソコンでご使用の場合、そのままご使用
いただけます。

≥ このカードは、SD規格における高速バスインターフェー
スの新規格UHS-IIに対応しています。UHS-II対応の機器
でご使用のときのみ、UHS-II インターフェースモードで
動作することができます。UHS-II 非対応機器では、ご使
用機器に対応したインターフェースモードで動作しま
す。

SDXCメモリーカード非対応機器にSDXCメモリーカード
を挿入した場合は
≥「カードが異常です」「このカードは使えません」等のメッ
セージが表示されることがあります。

≥「カードをフォーマットする必要があります」等のメッ
セージやフォーマット画面が表示されることがありま
す。
→ フォーマットすると互換性に問題が生じるのでフォー
マットしないでください。

≥ 電源が入らないことがあります。

SDＸCロゴマーク、機器の取扱説明書、あるいはメーカー
提供情報等でご確認ください。
≥ SDXC メモリーカード非対応の機器でご使用になった場
合、カードの互換性に問題が生じたり、データが失われ
ることがありますのでお気をつけください。

≥ Windows7/8.1/10 はそのままで使用可能です。

パソコンのデータを書き込み中にカードが抜かれたり、電源
が遮断される等の異常が発生した場合、書き込みができなく
なることがあります。この場合、下記の操作をすると書き込
みができるようになります。
1 本カードのドライブを示すアイコンを右クリックする
2 「プロパティ」をクリックする
3 「ツール」タブを選び、「エラーチェック」の「チェック

する」をクリックする
4 「ファイルシステムエラーを自動的に修復する」に

チェックを付け、「開始」をクリックする

SDXC メモリーカードを直接パソコンの SD カードスロッ
トに挿入して使用したい場合は、必ずお使いのパソコンの
メーカー提供情報を確認してください。

まずお読みください
SDXCメモリーカードに対応していない機器（パソコン
など）でご使用の場合、カードのフォーマットを促す場
合があります。データが失われますのでキャンセルして
ください。

A このカードについて

B SDXC応用機器の確認方法

C パソコンでご使用になるには



使用可能容量：
SDカードには、著作権保護機能用の領域等が含まれており、
お客様がご使用いただける容量は、カードの表示容量より少
なくなります。(1 GBは 1,073,741,824バイトです。)

インターフェース：デフォルトスピードモード / ハイスピード
モード /UHS-I/UHS-II インターフェースに
対応

SDスピードクラス：クラス10
UHSスピードクラス：UHSスピードクラス3
ビデオスピードクラス ：ビデオスピードクラス V90
クロック周波数： 最大50MHz

（従来SDカードインターフェース）
最大100MHz
（UHS-Iインターフェース、SDR50モード時）
最大208MHｚ
（UHS-Iインターフェース、SDR104モード時）
最大52MHz
（UHS-II インターフェース、FD156/HD312
モード時）

動作周囲温度 ： –25℃～85℃
動作電圧 ： VDD1 2.7 V ～ 3.6 V

VDD2 1.7 V ～ 1.95 V
外形寸法（幅×高さ×奥行） ： 24.0 mm×32.0 mm×

2.1 mm
質量 ：約2 g

≥ この仕様は、性能向上のため変更することがあります。
なお、仕様については、下記の当社ホームページもご参
照ください。
http://panasonic.jp/sd/index.html

※ 1 UHS-II対応機器がUHS-IIインターフェースのスピー
ドクラス条件でカードを使用するとき、カードの最低
転送速度は90 MB/秒以上になります。

※2 UHS-I対応機器がUHS-Iインターフェースのスピー
ドクラス条件でカードを使用するとき、カードの最低
転送速度は30 MB/秒以上になります。

※3 UHS-I、II非対応機器が従来規格インターフェースの
スピードクラス条件でカードを使用するとき、カード
の最低転送速度は10 MB/秒以上になります。

≥ 最低転送速度は SD アソシエーションで規定された条件
下で測定した結果を基準としており、使用する機器、ファ
イルサイズ等の条件によって異なる場合があります。

≥ 再フォーマットが必要な場合は、対応の機器でフォーマッ
トするか、専用フォーマットソフトをご使用ください。パ
ソコンのOSに備わったフォーマットソフトでフォーマッ
トした場合、互換性・性能等で問題が生じる場合がありま
す。また、ある機器でご使用後にあらたな機器でご使用の
際は、上書きフォーマットした後にご使用下さい。上書き
フォーマットすることで SDXC メモリーカードに保存さ
れていたデータは全て削除されます。必要なデータがある
場合は上書きフォーマットする前にパソコンなどに保存
してください。専用フォーマットソフトについては当社
ホームページをご参照ください。
http://panasonic.jp/support/sd_w/download/
sd_formatter.html

≥ 分解したり、改造したり、強い衝撃を与えたり、曲げた
り、落としたり、水にぬらしたりしないでください。

≥ 金属端子部を手や金属で触らないでください。
≥ はられているラベルは、はがさないでください。
≥ 新たにラベルやシールをはらないでください。
≥ 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用しない
でください。機器がカードへの静電気で影響を受け正常に
動作しないときは、一度カードを機器から抜き、再度挿し
直してご使用ください。

≥ カードを使用後は、市販品などの静電気対策がされたカー
ドケースに入れて保管してください。

≥ 高温になる車の中や直射日光の当たるところなど温度が
高くなるところには置かないでください。

≥ 湿度の高いところやほこりが多いところ、腐食性のガスな
どが発生するところには置かないでください。

≥ 本製品は、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、BD
レコーダー、パソコン、プリンター、電話機等、家庭や一
般的なオフィスでのみご使用ください。本製品を家庭や一
般的なオフィスの用途以外の用途に使用されたことによ
り生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
本製品を、特別な品質、信頼性が要求され、その故障や誤
動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼしたりす
るおそれのある用途－特定用途（航空・宇宙用、交通機
器、燃焼機器、生命維持装置、安全装置等）には、絶対に
使用しないでください。

D 主な仕様

カードの表示容量 使用可能容量
128 GB 約 115.2 GB
64 GB 約 57.6 GB

対応スピードクラス

UHS-II
インターフェース

UHS-I
インター
フェース

従来
インター
フェース

※１ ※2 ※3

E 取扱上および保管上のお願い



≥ 書き込み禁止スイッチを
「LOCK」にしておくと、誤
消去を防止できます。新た
に書き込むときは解除し
てください。

≥ データの読み出し中や書
き込み中は、カードを抜い
たり、カードが入っている機器および周辺機器の電源を切ら
ないでください。電池を電源とする機器では電池を取り出し
たりしないでください。データが破壊されることがありま
す。

≥ バックアップがとれる機器をご使用の場合は、大切なデー
タのバックアップをとっておくことをおすすめします。お
客様の記録されたデータの損失ならびにその他の直接、間
接の障害につきましては、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。

メモ書きについて
このカードはペン等により直接書き込みが可能です。

≥ 必要以上の力を加えるとカード本体に損傷を与える場合
があります。また金属端子部を汚さないようにお気をつ
けください。

SDXC応用機器の機能による「フォーマット」や「削除」で
は、多くの機器の場合、SDXC メモリーカード内のデータ
は完全に削除されません。譲渡の際は、専用のフォーマット
ソフト（『取扱上および保管上のお願い』に記載）などを使っ
てSDXCメモリーカード内のデータを完全に削除すること
をおすすめします。
また、廃棄の際はSDXCメモリーカード本体を物理的に破
壊するか、SDXC メモリーカード内のデータを完全に削除
して、それぞれの地域ルールにしたがって分別廃棄をお願い
します。

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。（次は図記号の例です）

F0217TN1048

F 大切なデータを保護するために

G 譲渡／廃棄するときのお願い

あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなど
のほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

お客様の記録されたデータの損失ならびにその他の直
接、間接の障害につきましては、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。

≥ SDXCロゴは SD-3C、LLCの商標です。

LO
C

K

書き込み禁止
スイッチ

安全上のご注意　

警告 「死亡や重傷を負うお
それがある内容」です。

してはいけない内容です。

警告

必ずお守りください

乳幼児の手の届くところに置かない
誤って飲み込むおそれが
あります。

≥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。
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