各部名称
USB Type-C & USB Type-A
2WAY カードリーダ/ライタ

②

本製品を正しくご使用いただくため、
本取扱説明書をよくお読みください。

内容物の確認
ご使用の前に必ずご確認ください。
●本体
●取扱説明書/保証書（本書）

対応OS
●Android 6.0以降
●Windows 10/8.1/8/7
●Mac OS X（10.10以降）

対応機種
●USBホスト機能とマスストレージ機能に対
応したスマートフォンやタブレットPC
●USB3.0準拠（USB2.0/1.1上位準拠）イン
ターフェイス搭載のDOS/Vマシン、Apple
Macシリーズ

■Mac OS X場合
※パソコンによって表示が異なることがあります。

③

④ ⑤

① USB Type-Cコネクタ
スマートフォンやタブレットPC、パソコン
のUSB Type-Cポートに接続します。
② USB Type-Aコネクタ
スマートフォンやタブレットPC、パソコン
のUSB Type-Aポートに接続します。
③ インジケータ
動作に応じて、
点灯します。

①USB Type-AコネクタかUSB Type-Cコネク
ターをパソコンの対応するポートに接続します。
USB Type-Aコネクタを接続する際は、
コネク
タの向きに注意ください。
②インジケータが青色点灯します。デスクトップ
上に本製品を表すドライブアイコンが追加され
ていることを確認します。
●メモリカードを挿入していないときは接続してもド
ライブ アイコンは追 加されず、メモリカードを挿入
するとドライブアイコンが追加されます。

メモリーカードの挿入
■SD/SDHC/SDXCメモリーカードの場合

①SDメモリーカードスロットに
SD/SDHC/SDXCメモリーカードを表面を
上にして水平に挿入してください。
②インジケータが青色点灯すると、メモリーカー
ドの読み書きが可能な状態になります。

表面を上にして挿
入する。

取り外す

④ microSDカードスロット
microSDを挿入します。
⑤ SDカードスロット
SDカードを挿入する。

接続する
■スマートフォン / タブレットPCの場合
①USB Type-AコネクタかUSB Type-Cコネク
ターをスマートフォンやタブレットPCの対応す
るポートに接続します。
USB Type-Aコネクタを接続する際は、
コネク
タの向きに注意ください。
②インジケータが青色点灯します。
スマートフォン
タブレットPC

対応メモリーカード
●SDメモリーカード（32MB〜2GB）
●SDHCメモリーカード（4GB〜32GB UHS-I,II対応）
●SDXCメモリーカード（64GB〜512GB UHS-I,II対応）
●microSDメモリーカード（32MB〜2GB）
●microSDHCメモリーカード（4GB〜32GB UHS-I対応）
●microSDXCメモリーカード（64GB〜512GB UHS-I対応）

②インジケータが青色点灯します。
③コンピューターを開き、リムーバブルディスク
が追加されていることを確認します。
●メモリカードを挿入していないときは接続してもリ
ムーバブルディスクは追加されず、メモリカードを挿
入するとリムーバブルディスクが追加されます。

GH-CRACA-BK
取扱説明書
Ver.1.0

①

■スマートフォン / タブレットPCの場合
①本製品に挿入したメモリーカードやUSB機器
のデータを使用しているアプリケーションをす
べて終了します。
②スマートフォンやタブレットPCに付属している
取扱説明書にしたがって、取り外してください。
■Windowsの場合
※パソコンによって表示が異なることがあります。

①デスクトップのタスクトレイの
マークをク
リックします。
②「Mass Storage Device の取り出し」をク
リックします。
③「ハードウェアの取り外し」と表示されたら、
本製品をパソコンから取り外します。
■Mac OS Xの場合

■microSD/microSDHC/microSDXCカードの場合

①microSDカードスロットに
microSD/microSDHC/microSDXC カード
を端子面を上にして水平に挿入してください。
②インジケータが青色点灯すると、メモリーカー
ドの読み書きが可能な状態になります。

端子面を上にして
挿入する。

※パソコンによって表示が異なることがあります。

USB Type-C
ポート

①デスクトップ上にあるドライブアイコンをゴミ
箱アイコンにドラッグ &ドロップします。
ドラッグ＆ドロップする

●スマートフォンやタブレットPCによっては、メモリー
カードを挿入してから接続する必要があります。
●スマートフォンやタブレットPCによっては、接続後
にUSB機器を手動で検出する必要があります。

■Windowsの場合
※パソコンによって表示が異なることがあります。

①USB Type-AコネクタかUSB Type-Cコネク
ターをパソコンの対応するポートに接続します。
USB Type-Aコネクタを接続する際は、
コネク
タの向きに注意ください。

ドライブアイコン

ゴミ箱アイコン

②デスクトップから本製品のドライブアイコンが
無くなったことを確認して、本製品をパソコン
から取り外します。

●データ転送方法などの操作方法については、スマート
フォンやタブレットPCに付属している取扱説明書を参
照してください。
●スマートフォンやタブレットPCのバッテリが少な
いと、正常に動作しない場合があります。
●SDメモリーカードスロットとmicroSDカードスロットを
同時に使用することはできません。
●SD、SDHC、SDXC、microSD、microSDHC、
microSDXCロゴは SD-3C, LLCの商標です。

製品仕様
USB規格
アップストリームポート
データ転送速度
重量
外形寸法
消費電流
電源電圧
RoHS指令
保証期間

保証書
USB3.0/2.0/1.1
USB Type-A/USB Type-C
USB3.0：最大5Gbps（理論値）
約22.5ｇ
W80.5× D22.9 × H10.7(mm)
最大500mA 待機時100mA
5V（USBポートから給電）
対応
6ヶ月間

安全に正しくお使いいただくために
警告

下記事項を守らないと、死亡したり、重
症を負うおそれがあります

●発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐ
に取り外してください。●ふんだり、のったり、
投げたり、落としたりしないでください。●落雷
のおそれがある場合、触れないでください。●
異物や液体を付着させないでください。●高温
多湿や直射日光を避けてください。●分解や改
造をしないでください。●子供や乳幼児の手の
届くところで使用しないでください。●スマート
フォンやタブレットPC、
パソコンなどへは、しっ
かり差し込んでください。

注意

下記事項を守らないと、ケガをしたり、
ものに損害を与えるおそれがあります

●水分や静電気を帯びた手で触れないでくださ
い。●使用しないときは、スマートフォンやタブ
レットPC、
パソコンから抜 い て 保 管してくださ
い。●保管するときは、静電気や電磁波の発生
するところを避けてください。●データ転送中
は、スマートフォンやタブレットPC、
パソコンか
ら取り外さないでください。

データについて
●誤操作や製品の故障によって消失する可能性
があります。●磁気や電磁妨害によって消失する
可能性があります。●温度や湿度、日射の影響
によって消失する可能性があります。●大切な
データは、他の記憶媒体へのバックアップをお
勧めします。●データが消失した場合、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。

保証規定

品名

カードリーダ/ライタ

型番

GH-CRACA-BK

保証期間

ご購入から6ヶ月間

お客様ご氏名

お客様ご住所

ご購入店、ご購入日
（販売店様捺印）販売店様へ

お客様へお渡しの際には、
ご購入年月日、
貴店名、
ご住所、お電話番号をご記入の上、
ご捺印くださりますよう、お願いいたします。

故障について
●故障やご使用上のご質問は、
テクニカルサポートダイヤ
ルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート
｢各種お問い合わせ｣やFAXでお問い合わせください。●
お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページに
あるサポート｢よくあるご質問｣をご活用ください。●テクニ
カルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する
場合があります。

●本保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。●保証期
間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。●保証期
間中に取扱説明書、パッケージ等の記載に従った使用で故障した
場合、弊社にて無償修理いたします。●本保証書により、本製品の
使用に伴う事業利益の逸失、記憶媒体内データの損失、関連装置
の故障、損傷等に対して弊社が責任を負うものではありません。●
保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。1.保
証書がない場合。2.保証書にご購入年月日、ご購入 店による記入
捺印がない場合。3.取扱説明書、パッケージ等の記載に従った使
用でない場合。4.譲渡、あるいは、再販された場合。5.落下、衝撃、
圧 力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。6.火災、地
震、落雷、風 水害といった自然 災害による故障、損傷の場合。7.消
耗、劣化の場合。8.記録媒体内データ損失の場合。9.本製品が組み
込まれた関連装置等の互換性による場合。●本保証書は、日本国
内 に お いての み 有 効 で す。T he wa r r ant y is valid o nl y in
JAPAN.●業務用途としてはご使用にならないでください。●本
保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありま
せん。●修理、輸送についての注意1.修理のご依頼は、ご購入 店、
あるいは、弊社テクニカルサポートへご依 頼の上、弊社指定住 所
へお送りください。出張修 理は行っておりません。2.記録媒体内
データは、一切の保証をいたしかねます。3.本製品と一緒にお送
りいただいたものは返却いたしかねますので、お客様がご購入後
に取り付けた物品、装飾等は取り外してからお送りください。4.輸
送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱
包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理さ
れている宅配便等をご利用ください。5.修理後も、保証期間はご
購入年月日からの起算となります。6.弊社の判断により同等品と
交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製
品はお返しいたしません。●次の場合は修理をいたしかねます。1.
修理用部材が調達できない場合。2.分解、改造が行われている場
合。3.原型をとどめない損傷等、修理による回復が困難な場合。●
ご購入年月日、ご購入店の記入捺印がない場合はご購入店へご相
談ください。●本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよ
うご注意ください。

サポート窓口

グリーンハウス テクニカルサポート

テクニカルサポートダイヤル 03-5421-0580

制限事項

受付時間

●対応OS以外での動作は保証いたしかねます。
●他のUSB機器との同時使用についての動作
は保証いたしかねます。●省電力モード時での動
作は保証いたしかねます。●接続機器の制限に
より転送速度がUSB1.1や2.0規格値になる場
合があります。●本製品を接続時の機器の起動
や終了についての動作は保証いたしかねます。
●各カードの著作権保護機能には対応しており
ません。●Android ロボットは、Google が作成
および提供している作品から複製または変更し
たものであり、Creative Commons 3.0
Attribution ライセンスに記載された条件に
従って使用しています。

FAX

03-5421-2266（24時間受付）

ホームページ

https://www.green-house.co.jp/

10:00〜12:00/13:00〜17:00
(土日祝日をのぞく弊社営業日)

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全
部を無断に転 載することを 禁じます。※製品のデザイ
ン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合が
あります。※本書の内容は、予告なしに変更することが
ありますので、あらかじめご了承ください。※本書に記
載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標で
す。※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社
サポート窓口へお問い合わせください。

