マルチキット/携帯キット
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タブレット、
スマートフォン、その他のデ
ジタルデバイスのコンテンツをすべて、
簡単に保存。
この一体型のメディアキットは、SD アダプタ内蔵のカード 1 枚と USB カード
リーダーを組み合わせ、
タブレット端末、スマートフォン、携帯電話、デジタル
カメラ、
ノートパソコン、e-リーダー、メディアプレイヤーなどのあらゆる SD/
USB 互換デバイスに求められる多機能のストレージを提供します。
このキットには、microSDHC
または
microSDXC
カードのアダプタ
と、microSDHC/SDXC USB カードリーダーが含まれており、ユーザーにと
ってもっとも多機能なモバイルギアとなっています。このカードにより、写
真/音楽/ビデオ/データをタブレット端末、カメラ、携帯電話、またはパソコ
ンなどへ簡単に移動できるように、デバイス間で使用するための
Secure
DigitalHigh Capacity（SDHC）+ Secure Digital Extended Capacity（SDXC）
カードまたは USB 形式へのシームレス変換が可能になります。
持ち運びが楽で、多機能
• タブレット端末やスマートフォンの音楽、ゲーム、着信音、写真、ビデオ、
その他アプリケーション用の十分な拡張ストレージとして、microSDHC/
microSDXC カードを単体でお使いください。
• microSDHC/SDXC をアダプタ付のフルサイズ SDHC/SDXC カードとして
使用すれば、デジタルカメラで撮影した写真を SDHC/SDXC 対応リーダー
で表示したり、USB アダプタ付の microSDHC/SDXC をデジタルフォトフレ
ームまたはテレビの SD/USB ポートに接続しての表示も可能です。
• microSDHC/SDXC カードに SD アダプタを使用すれば、
フルサイズの SD
スロット経由でファイルをノートパソコンにすばやく簡単に保存すること
ができます。
各キットには、スタイリッシュな USB microSDHC/SDXC カードリーダー、お
よび 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB 容量の microSDHC/SDXC カードを取り
揃えています。付属のキーチェーンでカードリーダーをお手元の携帯電話に
つなげば、外出時にいつでも持ち運ぶことができます。このキットはカード
リーダーに2年保証、microSDHC/SDXC カードに製品寿命期間にわたる保
証、また名高いキングストン®の信頼性とサービス、およびサポートを備えた
安 心の製品です。
写真、音楽、テキストメッセージ、ビデオクリップ、個人情報など、モバイルラ
イフのすべてを microSDHC/SDXC カードに保存し、多機能なキングストン
のマルチキット/携帯キットを使用すれば、多様なデバイスプラットフォーム
間でスムーズな作業が可能になります。互換性を確かめるには、ホストデバ
イス（タブレット端末、携帯電話、カメラなど）に microSDHC/SDXC のロゴが
あるかどうかご確認ください。

>スマートフォントおよびタブレット向け
の信頼ある携帯型ストレージ
>多目的：1 枚のカードで、複数形式のイ
ンタフェース

機能/仕様は裏面を参照してください >>

マルチキット/携帯キット
特徴/ 仕様
>>完全性 — 複数デバイスに、1 枚のカードで対応

>>利便性 — スマートフォンやタブレット端末からノートパソコ
ン、GPS、Windows/Mac パソコン、
カメラなどへの効率的な
ファイル交換
>>多機能 — microSDHC/SDXC 同梱のアダプタと組み合わせ
ることで、
フルサイズの SDHC/SDXC カードとして使用可能
書き込み保護スイッチと、データ転送用の USB リーダーが
付属

>>多機能性 — クラス 4 準拠、最大容量 32GB
クラス 10 準拠、最大容量 64GB
>>適合規格 — カード：SDA 仕様に準拠
リーダー：USB 2.0 と

>>下位互換 — 8GB†、16GB†、32GB† およ 64GB† のマルチキッ
ト/携帯キットは、
アダプタ経由で microSDHC、SDHC および
USB ホストデバイスと互換性があります
>>保証 — リーダーは 2 年間保証、
カードは製品寿命期間にわ
たる保証付

キングストン製品番号（ P/N）

MBLY4G2/8GB – 8GB microSDHC（クラス4）
MBLY4G2/16GB – 16GB microSDHC（クラス4）
MBLY4G2/32GB – 32GB microSDHC（クラス4）
MBLY10G2/16GB – 16GB microSDHC（クラス4）
MBLY10G2/32GB – 32GB microSDHC（クラス4）
MBLY10G2/64GB – 64GB microSDXC（クラス4）

仕様

>>容量1 8GB†、16GB†、32GB† および 64GB†

>>高速クラス定格2
クラス 4：最小データ転送速度 - 4MB/秒、
クラス 10 UHS-I：最小データ転送速度 - 10MB/秒

>>microSD カードの寸法 11mm x 15mm x 1mm
（0.43” x 0.59” x 0.039”）

>>SD アダプタの寸法 24mm x 32mm x 2.1mm
（0.94” x 1.26” x 0.08”）

>>USB リーダーの寸法 24.99mm x 12.14mm x 2.64mm
（0.984” x 0.478” x 0.104”

>>カードの動作温度 -25℃～85℃（-13～185°
F）

>>カードの保管温度 -40℃～85℃（-40～185ºF）

>>USB リーダーの動作温度 0℃～60℃（32～140°
F）

>>USB リーダーの保管温度 -40℃～85℃（-40～185°
F）
>>USB リーダーの最小システム要件
- USB サポートシステム
- Windows® 8.1
- Windows 8
- Windows 7（SP1）
（ReadyBoost™ は非対応）
- Windows Vista（ReadyBoost は非対応）
- Mac OS X v. 10.6.x+
- Linux v. 2.6.x+

1 フラッシュドライブに関する上記容量の一部は、フォーマットおよびその他の機能に使用され
るため、データ保管には使用できません。そのため、実際にデータストレージに使用可能な容量
は、製品について記載されている容量より少なくなります。詳細については、キングストン・フラ
ッシュメモリガイド（kingston.com/flashguide）をご覧ください。
2 ホストハードウェア、ソフトウェア、デバイス構成により速度は異なります。
† SDHC メモリカードは、標準 SD 対応機器とは互換しません。互換性に関しては、機器のユー
ザーズガイドをご覧ください。キングストンの microSDHC メモリカードは、SD 仕様バージョン
2.00 に準拠しています。互換性に関しては、機器のユーザーズガイドをご覧ください。

本書は予告なく変更されることがあります。
©2017 Kingston Technology Far East Co. Ltd (Asia Headquarters) No. 1-5, Li-Hsin Rd. 1, Science Park, Hsin Chu, Taiwan, R.O.C.
無断複写･転載厳禁。すべての商標および登録商標は、各所有者に帰属します。 MKD-220.7 JP

