このポータブル SSD は、
Windows 搭載パソコン専用です。

取扱説明書
ポータブル SSD

● テレビ / レコーダー / ムービーなどの
AV 機器には使えません。

品番

RP-SUD128P3
RP-SUD256P3
RP-SUD512P3

付属品

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
● 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 ｢安全上のご注意｣ 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。

USB 接続ケーブル

〒 571-8504

大阪府門真市松生町 1 番 15 号

© Panasonic Corporation 2017

内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたりぬらしたりしない

USB 端子
USB 接続ケーブルで
パソコンに接続します。

お買い上げの
製品品番□に
チェックして
ください。

保証期間
※

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。

本体 １年間

見本
年

月

日

客様

ご住所
お名前
電

※

必ずお守りください

お買い上げ日から

お買い上げ日
※

安全上のご注意

□ RP-SUD128P3
□ RP-SUD256P3
□ RP-SUD512P3

話 （

）

様

−

■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。

警告

「死亡や重傷を負うおそれがあ
る内容」です。

注意

「軽傷を負うことや、財産の損
害が発生するおそれがある内
容」です。

販

■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）

住所・販売店名

● 特にお子様にはご注意ください。

売

してはいけない
内容です。

電話 （

）

−

ご販売店様へ

※印欄は必ず記入してお渡しください。

②

USB 端子
（本機側面）

①
向きを合わせて、まっすぐに奥まで挿入する。
※本機は、パソコンに接続するだけで認識されます。
※ USB 接続ケーブルは、パソコンの USB 端子に直接接続して
ください。
●次の場合は、動作を保証しません。
・USB ハブを使用して接続している場合
・USB 延長ケーブルを使用して接続している場合

接続を確認する

注意
状態表示ランプが点滅している間は、USB 接続ケーブルを抜かない
データが消失、破損することがあります。
● また、パソコンの電源を OFF にしたり、本機を移動・
振動させないでください。

パソコンに接続し、
「スタート」-「コンピューター」の画面で、
本機のアイコンが追加されていることをご確認ください。ドラ
イブ名は、お使いのパソコンにより異なります。
本機のアイコンが表示されない場合は、
「故障かな？」の項をご
参照ください。

異常に温度が高くなるところなど次の場所には置かない
・直射日光が当たる場所
特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高
温（約 60 ℃以上）になります。本機を絶対に放置し
ないでください。
・強い磁界、静電気が発生する場所
・温度が本製品の取扱説明書が定めた使用環境を超え
る、または結露する場所
・ほこりの多い場所
・火気の周辺、または熱気のこもる場所
・漏電、漏水の危険がある場所
機器が故障したり、火災・感電の原因になることがあ
ります。
● また、外装ケースや内部部品が劣化する原因にもな
りますのでご注意ください。
ケーブルを接続した状態で移動しない
けがの原因や、
データ破損につながることがあります。

実行しなければ
ならない内容で
す。
長時間、直接触れて使用しない

əɒɅɓɋȷጋΉ᰷ ȻɕȷɎȫɋɑɅɲɭʀȿɯɻɂ᰷

①本機に付属の USB 接続ケーブルを接続する。
②パソコンの電源を ON にして、本機をパソコンに接続する。

ぬれた手で本機に触れたり、水場で使用しない

状態表示ランプ（赤）
電源 ON 時に点灯、
アクセス中に点滅します。

ポータブルSSD保証書

番

ショートや発熱により、火災・感電の原因になります。
● 本機の近くや上に水などの液体の入った容器や金属
物を置かないでください。

機器が故障したり、火災・感電の原因になります。
● 風呂場など、水分や湿気、湯気、ほこり、油煙など
の多い場所では、本機を使用しないでください。

各部の働き

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品

本機とパソコンを接続し、本機とパソコンとの間でファイルの
コピーや移動をすることができます。

パソコン

持込修理

※

・煙が出たり、異常なにおいや音がする
・内部に水や異物が入った
・本体が破損した
・異常に熱い
そのまま使うと火災・感電の原因になります。
● 使用を中止し、販売店へご相談ください。

機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の
原因になります。

1本

保証書付き
DSQW1004ZA
M0217KZ0

異常・故障時には直ちに使用を中止する

本機をパソコンに接続する

分解、改造をしない

・機器との接続には、付属の USB 接続ケーブルをお使
いください。
・包装材料は商品を取り出したあと、適切に処理をして
ください。
・製品形状はイラストと異なる場合があります。

コネクティッドソリューションズ社

警告

本機の温度の高い部分に長時間、直接触れていると低
温やけど※の原因になることがあります。
※血流状態が悪い人（血管障害、血液循環不良、糖尿病、
強い圧迫を受けている）や皮膚感覚が弱い人などは、
低温やけどになりやすい傾向があります。

本機を取り外す
パソコンのタスクトレイにある「ハードウェアを安全に取り外
してください」などのメッセージが表示されるアイコンをクリッ
クし、指示に従って取り外してください。
USB 接続ケーブルを抜くときは、端子部分を持って、抜いてく
ださい。
・この手順に従わない場合は、データ破損の原因となります。

大切なデータを保護するために
■ 必ず、データのバックアップをとってください。
SSD は、一時的なデータの保管場所です。
万一の事態に備え、大切なデータは定期的にバックアップをとっ
ておくことをお勧めします。
■ SSD は精密機器です。
特にデータの読み出しや、書き込み動作中は、USB 接続ケーブ
ルを抜いたり、衝撃や振動を与えたりしないでください。
データが破壊されたり、保存されないことがあります。

仕様
80 mm ( 幅 ) × 49.5 mm ( 奥行 ) × 9.4 mm ( 高さ )

本体質量

約 25 g

電源

USB バスパワー (DC 5 V / 500 mA)

販売店名

記憶容量

128 GB (RP-SUD128P3)

電

256 GB (RP-SUD256P3)

お買い上げ日

端子

USB 3.1 Micro-B

動作環境

温度：0 〜 40 ℃
（つゆつき
（結露）
しないこと）

設置について
本機の周りや上に、物を置かないでください。熱がこもり高温
になると故障の原因となります。

対応 OS

本機の使用中は、少し温度が高くなりますが、異常ではありま
せん。

つゆつき（結露）について
「つゆつき」※は、故障の原因になります。ご使用環境になじむ
まで、接続しないでください。
※冷えたビンなどを冷蔵庫から出してしばらく置いておくと、
ビンの表面に水滴が発生します。このような現象を ｢つゆつ
き｣ といいます。

お手入れ
接続機器から外し、乾いた柔らかい布で拭いてください。
・汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れ
をふき取り、そのあと、乾いた布でふいてください。
・ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外
装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがありますので使
用しないでください。

譲渡 / 廃棄するとき
SSD に記録される個人情報に関しては、お客様の責任で管理し
てください。
・譲渡するときは、
記録されたデータを完全に消去してください。
・廃棄するときは、USB 端子部等を物理的に破壊してください。
万一、データが漏えいした場合、当社は一切の責任を負いかね
ます。
・本機を廃棄する場合は、各自治体の指示に従ってください。

暗号化について
盗難・紛失に備え、市販のソフトウェアなどで暗号化すること
をお勧めします。

免責事項
保存したデータを含め、本機の使用、または故障により生じた
直接、間接の損害につきましては、当社は一切の責任を負いか
ねます。

■ まず、お買い上げの販売店へご相談ください。
▼ お買い上げの際に記入されると便利です
話

（

）

ー
年

月

日

512 GB (RP-SUD512P3)

出荷時
NTFS
フォーマット形式

温度上昇について

使いかた・お手入れ・修理などは

本体寸法

インターフェース USB 3.1 (Gen1) / USB 3.0 / USB 2.0

使用上のお願い

保証とアフターサービス（よくお読みください）

修理を依頼されるときは
この説明書をよくお読みのうえ、直らないときは、
お買い上げ日と下記の内容をご連絡ください。
● 製品名

ポータブルSSD

● 品

RP-SUD128P3
RP-SUD256P3
RP-SUD512P3

番

Windows 10/8.1/7（32 bit，64 bit）

・Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他
の国における、登録商標です。
・1 GB = 1,000,000,000 バイト
この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭
環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジ
オやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害
を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取
り扱いをしてください。
VCCI-B

故障かな !?
こんなときは
ここをご確認ください
パソコンに本機の 以下の点をご確認ください。
アイコンが表示さ ・USB 接続ケーブルの接続を確認してくだ
れない
さい。
・本機への電源供給が不足している場合があ
ります。USB ハブを使用して接続してい
る場合は、本機をパソコンの USB 端子に
直接接続してください。
・パソコンの「コンピューター」画面を最新に
更新してください。
パソコンに「取り 使用しているすべてのソフトウェアを終了
外 し で き ま せ ん 」 してから、取り外し操作を行ってください。
のメッセージが表 それでも同じメッセージが表示された場合
示された
は、パソコンの電源を切ってから本機を取り
外してください。

本機の修理を依頼するとき
本機の初期化（保存内容の消去）に関するお願い
SSD は精密機器です。細心の注意を払って修理を行いますが、修
理過程においてやむをえず記録内容が失われたり、故障状態によっ
ては本機の初期化（出荷状態に戻すため、保存内容はすべて失われ
ます。）や交換が必要な場合があります。
本機の初期化に同意できない場合は、その旨を修理をご依頼される
ときにご連絡ください。（ただし、初期化しないと修理ができない
場合があります。）

● 故障の状況

できるだけ具体的に

● 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの
販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入
りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
保証期間 ： お買い上げ日から本体 1 年間
● 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご
要望により修理させていただきます。
※ 修理料金は次の内容で構成されています。
技術料 診断・修理・調整・点検などの費用
部品代

部品および補助材料代

※ 補修用性能部品の保有期間
6年
当社は、このポータブルSSDの補修用性能部品
（製
品の機能を維持するための部品）
を、製造打ち切り
後 6 年保有しています。
■ 相談先がなくお困りの場合は、次の窓口にご相談ください
ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、
回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
商品についてのお問い合わせは

P3カスタマーサポートセンター

電話 0570-550-633
FAX 03-5781-4972
10：00〜12：00、12：45〜17：00
（※土・日・祝日は除く）
最新の情報をインターネットでご覧ください。
http://panasonic.jp/p3

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いに
ついて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客
様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させて
いただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、
折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を
通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理
し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合
を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に
関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご
連絡ください。

〈無料修理規定〉
1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間
内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
（イ）
無料修理をご依頼になる場合には、
商品に取扱説明書から切り離した
本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
（ロ）
お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お
近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近く
の修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない
場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（イ）
使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ）
お買い上げ後の取付場所の移設、
輸送、
落下などによる故障及び損傷
（ハ）
火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス
害
（硫化ガスなど）
、異常電圧、指定外の使用電源
（電圧、周波数）
などによる故障及び損傷
（ニ）
車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
（ホ）
電池や、消耗または摩耗した部品交換の場合
（ヘ）
一般家庭用以外
（例えば業務用など）
に使用された場合の故障及び
損傷
（ト）
本書のご添付がない場合
（チ）
本書にお買い上げ年月日、
お客様名、
販売店名の記入のない場合、
あるいは字句を書き替えられた場合
（リ）
持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお
客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出
張料はお客様の負担となります
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参
照ください。
修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報
（保証書控）
は、保証期間内の無料
修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合
がございますのでご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を
お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して
いる者
（保証責任者）
、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上
の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理に
ついてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相
談窓口にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説
明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※This warranty is valid only in Japan.

