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microSDメモリカードを利用する
microSDメモリカード（microSDHCメモリカード、microSDXC
メモリカードを含む）を本製品本体にセットすることにより、デー
タを保存／移動／コピーすることができます。また、連絡先やEメー
ルのデータなどをmicroSDメモリカードに控えておくことができま
す。
•	 microSDメモリカードのデータにアクセスしているときに、電源を切っ
たり衝撃を与えたりしないでください。データが壊れるおそれがありま
す。

•	 本製品はmicroSD/microSDHC/microSDXCメモリカードに対応し
ています。対応のmicroSD/microSDHC/microSDXCメモリカードに
つきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせいただ
くか、auホームページをご参照ください。

memo

•	 アプリケーションによっては、microSDメモリカードをセットして
いないと利用できない場合があります。

•	 他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、本製品では正常
に使用できない場合があります。本製品で初期化してください。
（uP.240）
•	 著作権保護されたデータによっては、パソコンなどからmicroSDメ
モリカードへ移動／コピーは行えても本製品で再生できない場合が
あります。

microSDメモリカードを取り付ける

a 本体の電源を切る

b microSDメモリカードスロットカバーを開ける

c microSDメモリカードの挿入方向を確認し、カチッと
音がするまでまっすぐにゆっくり差し込む
カチッと音がするまで差し込んでください。音がする前に指を離すと、
microSDメモリカードが飛び出すことがありますのでご注意くださ
い。

microSD
ロゴのある
面を上に

microSD
メモリカード
スロット

d microSDメモリカードスロットカバーを閉じる

memo

•	 microSDメモリカードには、表裏／前後の区別があります。	
無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれが
あります。
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microSDメモリカードを取り外す

a ホーム画面■u■［■ ■］■u■［システム設定］■u■［一般］■u■
［ストレージ］■u■［SDカードのマウント解除］

b 本体の電源を切る

c microSDメモリカードスロットカバーを開ける

d microSDメモリカードを軽く押し込む
強く押し込んだ状態で指を離すと、microSDメモリカードが飛び出
すことがありますのでご注意ください。

e microSDメモリカードをゆっくり引き抜く
まっすぐにゆっくりと引き抜いてください。

f microSDメモリカードスロットカバーを閉じる

memo

•	 microSDメモリカードの端子部には触れないでください。
•	 microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・デー
タ消失の原因となります。

•	 microSDメモリカードにインストールされたアプリケーションは、
microSDメモリカードを取り外すと利用できません。

•	 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温か
くなっている場合がありますが、故障ではありません。

•	 microSDメモリカードのマウントを解除した後に再度microSDメ
モリカードをマウントする場合は、ホーム画面	u	［	 	］	u	［シス
テム設定］	u	[一般]	u	［ストレージ］	u	［SDカードのマウント］と
操作します。

microUSBケーブル（別売）でパソコンと接続
する

microSDメモリカードをセットした本製品とパソコンをmicroUSB
ケーブル（別売）で接続して、本製品にセットしたmicroSDメモリカー
ド内のデータを読み書きできます。また、WMAデータなどの音楽／
動画データの転送も可能です。
•	 microSDメモリカードが挿入されていない場合、パソコンにUSBドラ
イバのインストールが必要な場合があります。

•	 外部メモリーモードを使用する場合は、パソコンにUSBドライバのイ
ンストールが必要です。USBドライバおよびインストールマニュアル
については、下記のホームページをご参照ください。
http://www.lg.com/jp/mobile-phones/download-page/index.jsp

a パソコンが完全に起動している状態で、microUSBケー
ブル（別売）をパソコンのUSBポートに接続

b 本製品が完全に起動している状態で、microUSBケーブ
ル（別売）を本製品の外部接続端子に接続

パソコンのUSBポート microUSBケーブル（別売）

ab

外部接続端子

http://www.lg.com/jp/mobile-phones/download-page/index.jsp
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c ホーム画面■u■［■ ■］■u■［システム設定］■u■[一般]■u■
［PC接続］■u■［USB接続方法の選択］

d 以下の項目をタップ
充電 充電のみ行えます。

メディア同期
(MTP)

ファイルの転送、またはWindows	Media®	Player
との同期が行えます。

テザリング データ通信をUSB接続したパソコンと共有できま
す。

LGソフト
ウェア

「LG	PC	Suite」との接続に使用します。

画像の送信
(PTP)

カメラとして接続して、写真を転送することができ
ます。

memo
•	 本製品に「プログラムのインストール」画面が表示された場合は
「キャンセル」をタップしてください。
•	 本製品をパソコンに接続すると、自動的にUSB接続方法の選択メ
ニューが表示されます。

•	 Windows	XP	SP3以上／Windows	Vista	SP2以上／Windows	
7 ／Windows	8以外のOSでの動作は、保証していません。

•	 USBハブやUSB延長ケーブルを介して接続すると、正常に動作し
ない場合があります。

•	 パソコンとデータの読み書きをしている間にmicroUSBケーブルを
取り外すと、データを破損するおそれがあります。取り外さないで
ください。

■■Windows■Media®■Playerからデータを転送する
パソコンの音楽データ、動画データを本製品のmicroSDメモリカー
ドに保存します。
あらかじめパソコンと本製品を接続し、「USB接続方法の選択」を「メ
ディア同期(MTP)」に設定してください。

a USB接続方法を「メディア同期（MTP）」にする

b パソコンのWindows■Media
®■Playerを起動し、同期す

る
Windows	Media®	Player11／Windows	Media®	Player12をご
使用ください。

c microUSBケーブルを本製品から取り外す
microUSBケーブルのコネクタ部分を持って、まっすぐに引き抜いて
ください。
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memo
•	 著作権保護されたデータは、転送時に使用した端末以外では再生で
きない場合があります。

•	 データによっては著作権保護されているため再生できないものがあ
ります。

•	 著作権保護されていないデータでも、本製品以外で保存したデータは
再生できない場合があります。

•	 本製品以外でファイルを保存したmicroSDメモリカードを使用する
と、「メディア同期（MTP）」などに設定してもパソコンで認識され
ないことがあります。その場合は、microSDメモリカードを本製品
でフォーマットすることをおすすめします。なお、microSDメモリ
カードをフォーマットすると、すべてのデータが消去されますので
ご注意ください。

転送ファイルについて
•	 拡張子を含め64文字目まで同じファイル名のデータを転送したとき
は、データが上書きされる場合があります。

•	 著作権保護されたデータのライセンス情報は、microSDメモリカー
ドに保存されます。ライセンス情報データの削除、データの初期化
などを行うと、転送したデータが再生できなくなります。

メモリの使用量を確認する

a ホーム画面■u■［■ ■］■u■［システム設定］■u■[一般]■u■
［ストレージ］■
microSDメモリカードと端末容量の設定画面が表示されます。

内部ストレージ 内部ストレージの合計容量や、空き容量が確
認できます。

SDカード microSDメモリカードの合計の容量や、空
き容量が確認できます。
•	 メモリの一部をmicroSDメモリカード仕
様に基づく管理領域として使用するため、
実際にご使用いただけるメモリ容量は、
microSDメモリカードに表記されている
容量より少なくなります。

SDカードのマウン
ト解除／SDカード
のマウント

microSDメモリカードの認識を解除し、
取り外し可能な状態にします。または、
microSDメモリカードを認識します。

SDカードのデータ
を消去

uP.220「microSDメモリカードをフォー
マットする」

USBストレージ
のマウント解除／
USBストレージの
マウント※1

USBストレージの認識を解除し、取り外し
可能な状態にします。または、USBストレー
ジを認識します。

USBストレージの
消去※1

USBストレージに保存されているデータを
すべて削除します。

※1	 USBストレージを接続している場合のみ表示されます。
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microSDメモリカードをフォーマットする
microSDメモリカードをフォーマットすると、microSDメモリカー
ドに保存されているデータがすべて削除されます。

a ホーム画面■u■［■ ■］■u■［システム設定］■u■[一般]■u■
［ストレージ］■u■［SDカードのデータを消去］

b ［SDカードのデータを消去］■u■［実行する］

memo

•	 フォーマットは、充電しながら行うか、内蔵電池が十分に充電され
た状態で行ってください。

•	 マウントを解除した後に再度microSDメモリカードを認識させる場
合は、「SDカードのマウント」を選択してください。

•	 データが壊れる（消去される）ことがありますので、microSDメモ
リカードにデータを保存中はマウント解除操作を行わないでくださ
い。
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