
機種によってはマイクロUSBポートによく似た
形状のHDMIポートがあるのでご注意ください。パーフェクトUSBメモリ

ユーザーズガイド

●取扱説明書をよくお読みのうえ正しく安全にお使いください。

●ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。

●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、

　取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書付き

JF-UFDPシリーズ

■Windows 7(32bit/64bit) / Vista(32bit/64bit) / XP　
■Mac OS X 10.7/10.6/10.5/10.4 ※1 
■Android2.3/3.1/3.2/4.0 ※2
※1.Mac OSのスリープモードは非対応です。 
※2 ハードウェアがUSBホスト機能(USBマスストレージ)に対応している必要があります。 

■スマートフォンに取り付ける

■初期化(フォーマット)する

■スマートフォンから取り外す

スマートフォンのマイクロUSBポートに、
製品のマイクロUSBコネクタを上下の
方向に注意して接続してください。

インターフェース USB2.0準拠

コネクタ USB Aコネクタ、USBマイクロBコネクタ

電源 バスパワー

電源電圧 5.0V±5%

消費電流平均  250mA以下

外形寸法 W18.0×D73.1×H9.2mm（突起部含まず）

質量 約35g

動作環境 温度0～40℃、湿度20～80%（結露なきこと）

保　証　書

①ご購入日から1年以内に正常なご使用で故障が発生した場合、保証書、購入領収書をご持参頂けれ
ば、当社で無料交換規定に基づき修理または無償で新品と交換いたします。
②取扱説明書に従って操作せずに不当な使い方をしたり、お客様が自分で製品を分解修理するなど
人為的に壊されたり、保証期間が切れた場合、保証書のない場合、無料修理は適用されません。ただ
し、お客様が部品代および修理費用、送料を負担する場合、修理を承ります。
●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合はただちにお買上
げの販売店へお申し出ください。
●太枠線内はご購入後、お客様自身がご記入ください。
●本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。
●本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および
不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
●本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害
の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
●この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

販売元　株式会社フォースメディア

お取扱い方法についてのご相談およびアフターサービスのご案内

受付時間：平日 午前10時～12時／午後13時～17時まで　

〒141-0022東京都品川区東五反田 1-13-12 COI五反田ビル 9F

お電話での対応は、祝祭日および弊社指定休業日を除く、受付時間内での対応とさせていた
だきます。お電話の際は、「製品名・購入店舗・購入日」がわかるものをお手元にご用意ください。

電  話 :  03-5798-5609
メール  :  jforce_support@forcemedia.co.jp

製品名 JF-UFDPシリーズ

1年間 お買い上げ日

フリガナ

不具合記入欄

取扱販売店名・住所・電話番号 取扱販売店印

お
　
客
　
様

お名前 様

ご住所〒　　　ー

電話番号（　　　　　）　　　　　ー　　　　

年　　　　月　　　　日
保証期間

（お買い上げ日より）

 警告

本製品の取り付け、取りはずしのときには、必ずパソコンの本体および携帯電話
メーカーの注意事項に従ってください。

本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止してください。
そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

本製品の取り付け、取りはずしのときには、本製品に触れる前に金属製のもの
( スチールデスク、ドアのノブなど) に手を触れて、静電気を除去してから作業を
おこなってください。静電気は本製品の破損の原因になります。

異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店、もしくは弊社まで
ご相談ください。

本製品は乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。誤って飲み込むと、
窒息したり、身体に悪影響をおよぼしたりする恐れがあります。万一、飲み込んだと
思われる場合は、すぐに医師にご相談ください。

本製品の分解、改造、修理をご自分でおこなわないでください。
火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。

本製品および本製品を取り付けたパソコン本体・携帯電話を、水を使う場所や
湿気の多いところで使用しないでください。火災や感電、故障の原因になります。

安全にお使いいただくために

●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。
●定期的にパソコンにバックアップをとるなどの対策をあらかじめ行ってください。
●誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バック
アップがあれば最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、デー
タを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃って
いるかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損
品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。

使用上の注意

パッケージ内容の確認

対応機器

使用方法

困ったときは

保証とアフターサービス

対応OS

仕様

各部の名称

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。

使用前の注意
●本製品内のファイルやフォルダを開いている間や、LEDが点滅している間は、むやみに
本製品をUSBポートから取り外したり、振動や衝撃を加えな いでください。データが消失
したりファイルが破壊され、以降読み出しが できなくなる場合があります。また、故障の原
因になります。
●Macintoshでご使用の場合、必ずパソコンの電源を入れてから本体を接続して下さい。
●データは必ずバックアップしてください。
●USBハブに接続して本製品を使用する場合は、ご利用の環境によっては、 正常に動作
しない場合があります。その場合は、本製品をパソコン本体の USBポートに直接接続し
てご使用ください。
●本製品に書き込まれたデータが消失・破損された場合には、弊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。またデータの復旧 作業もお受けしておりません。
大切なデータは必ず別のメディア (CD-ROMやハードディスクなど)に定期的にバック
アップを行ってください。

●本製品では、ディスクの最適化(デフラグ)を行わないようにお願いいたします。最適化
はデータの書き換えを頻繁に行うため、フラッシュメモリの寿命を縮め、故障の原因と
なります。

■ お手入れのしかた
本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。
シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす
恐れがあります。

■パーフェクトUSBメモリ  .............. 1 本　
■ユーザーズガイド（本紙） .............. 1 本

■USBポート搭載Windowsパソコン　■Apple Macintoshシリーズ、
■USBホスト機能(USBマスストレージ)対応Androidスマートフォン／タブレット

■ファイル管理
本製品には、ファイル管理アプリケーションは付属しておりません。
ファイル管理アプリケーションがインストールされていない場合は、
「マーケット」からファイル管理アプリケーションをインストールしてください。

■ファイルの操作

■パソコンに取り付ける

■パソコンから取り外す

接続方向に注意！

●ファイルを参照する場合
「sdcard」→「external_usb」フォルダを選択してください。

ESファイル
エクスプローラー 

Androidのメニュー「設定」→「ストレージ」
→「USBストレージのマウント解除」を行なってから
取り外してください。

機種によっては「USBストレージのマウント解除」が無い
場合もございます。その場合は、ファイルの読み書きを
していないことを確認した上で、取り外してください。

接続が完了すると、スマートフォンの画面上部に
「USBマスストレージがマウントされました」
のメッセージ表示されます。

USBマスストレージがマウントされました

アストロファイル
マネージャー

●ファイルをコピーする場合
「対象ファイルを長押し」→「操作メニューが出る」→「コピー」を選択
→コピー先フォルダに移動→メニューから「貼付け」を選択

ESファイルエクスプローラーの操作例

アプリーケーションの機能や操作については、各アプリケーション開発者にお問い
合わせください。弊社ではサポート対象外となります。

※フォルダ構成・フォルダ名は機種によって異なる場合があります。

本製品のキャップを取り外し、パソコンのUSB
ポートに接続します。パソコンが自動的に本製品
を認識し、新しいドライブとして登録されます。

初期化はパソコンで行ってください。OSの標準的な方法で、他のメディアと同様に
本製品をフォーマットできます。フォーマット(初期化)すると本製品のすべてのデータ
が失われます。WindowsまたはMac OSの標準のフォーマットダイアログが表示
されます。Windows 7/Vista/XPのNTFSフォーマットおよびMac OSの標準
フォーマットは、OSによっては認識できない場合があります。
※FAT32以外の形式で初期化した場合、初期化した機器以外では認識できなくなる場合がございます。

本製品を取り外す場合は、必ず「使用前のご注意」をよくお読みいただき下記の
方法に従ってください。 また、ご利用のOSによっては、画面表示が下記の記載と
異なる場合がござ います。その様な場合は、画面の指示に従って操作してください。

などがございます。

注意：USBポートにコネクタを差し込む方向には十分ご注意
ください。コネクタをUSBポートに接続する場合、ご使用に
なるパソコンによっては本製品を裏返して接続する場合もご
ざいます。無理に接続しようとした場合、データ破損や故障
の原因となりますので、ご注意ください。必要に応じて市販

のUSB延長ケーブルを使用してください。ご使用になるパソコンによっては、本製品のUSBコネク
タが奥まで差し込めない場合がございます。その場合は市販のUSB延長ケーブルをご使用くださ
い。コネクタが完全に差し込まれてないままご使用になると、誤動作・故障・データの破損の原因と
なる場合がございますので、ご注意ください。

USB マイクロB
端子用キャップ

アクセスLED
(本製品の読み書き中は点滅します)

USB マイクロB端子

USB A端子

USB A端子用
キャップ

Windows：新しいリムーバブルディスク(D̃Zのいずれか、お客様の環境により異
なります)がマイコンピュータに追加され、タスクバーにアイコンが表示されます。
Mac OS：デスクトップにドライブアイコン(デフォルトでは「名称未設定」)が表示され、
ドライブのルートフォルダが表示されます。この後は、通常のドライブと同様に、
ファイルのコピーや移動、フォルダの作成等ができます。

本製品をパソコン本体に直接接続してみてください。OSのバージョンによっては、接続する
ポートを変えるたびにドライバをインストールする必要が発生する場合もあります。

Windows：
1.タスクバーのアイコンをダブルクリックします(またはクリックして[ハードウェア
を取り外すかまたは取り出す][ハードウェアの取り外し] 等)を選択します。
2.ダイアログが表示されたら、[ハードウェアデバイス]から本製品を選択して、[停
止]ボタンを押します。
3.ディスクを安全に取り外せることを確認するダイアログが表示されたら、本製品
を取り外します。

Mac OS：
1.本製品のドライブアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップします。
2.OSのバージョンによってはメッセージが表示されますので、[OK]ボタンを押
してダイアログを閉じてください。 
3.本製品を取り外します。

注意：Macintosh(デスクトップ機)のキーボードのUSBハブに本製品を接続した場合、電源供給が
不足するため使用することができません。パソコン本体のUSBポートに接続して使用してください。

本製品をパソコン本体に直接接続してみてください。USBハブをACアダプタで使用して
みてください。USBハブに接続するUSBデバイスの数を減らしてみてください。多数のUSB
デバイスをパソコン本体からの電力供給だけで使用しようとすると、本製品への電力供給
が不足し、正常に動作できない場合があります。

USBハブに別のUSBデバイスを接続したら、突然本製品が認識
されなくなった。本製品が使用できなくなった。?

USBハブに接続すると認識しない。USBハブを使用中に突然認識しなくなった。
USBハブに接続するポートを変えると認識しなくなった。?

OSのバージョンや本製品の使用要件が正しいかどうかを確認してください。
本製品が対応していない機種である可能性がありますので、他の機種でお試しください。
(OSや機器仕様が本製品の使用要件に適合していても、動作しない場合があります)

本製品をUSBポートに接続するとアラートメッセージが表示される。 ?

パソコンまたは携帯電話を再起動してから、もう一度試してみてください。 本製品が正しく
接続されているか確認してください。

本製品が動作しない。?

一度、ドライブ(メモリ)をフォーマットしてください。

ドライブが使えない。記録したデータが壊れている。 ?

修理・使い方・お手入れなどは… まず、お買い求め先へご相談ください。

電　　話：03-5798-5609　メール : jforce_support@forcemedia.co.jp
受付時間：平日 午前 10時～12時／午後13時～17時まで　
お電話での対応は、祝日および弊社指定休業日を除く、受付時間内での対応とさせていただきます。
お電話の際は、「製品名・購入店舗・購入日」がわかるものをお手元にご用意ください。

販売元　株式会社フォースメディア
お取扱い方法についてのご相談およびアフターサービスは

 注意

◆湿気やほこりが多い場所
◆暖房器具の周辺など高温になるところ
◆多湿なところ、結露をおこすところ
◆平坦でないところ、振動が発生するところ
◆マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
◆ほこりの多いところ
本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存
してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

本製品を次のようなところには置かないでください。


