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USB 2.0 フラッシュメモリ
MF-FU2xxxCシリーズ
インストールマニュアル

■はじめに
このたびは、USB2.0 フラッシュメモリMF-FU2xxxC シリーズをお買い上
げいただきありがとうございます。
本製品は、パソコンのUSBポートに接続してデータを読み書きするフラッ
シュメモリです。
本インストールマニュアルは、本製品のセットアップについて説明していま
す。ご使用になる前に本インストールマニュアルをよくお読みになり、正し
くセットアップをおこなってください。

■安全にご使用いただくために
● 本製品の取り付け、取りはずしのときには、必ずコンピュータの本体およ
び周辺機器メーカーの注意事項に従ってください。

● 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コンピュータ本体を、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。
● 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
当社総合インフォメーションセンターにご相談ください。

■ご使用にあたって
● 本製品に保存されているソフトウェアについて、消去、破損について当社は一切
の保証をいたしません。ソフトウェアのバックアップを強く推奨いたします。本
説明書内の手順をお読みください。

● 本製品添付のソフトウェアのご使用にはユーザー登録が必要です。
 ユーザー登録はインターネット経由でおこないます。インターネットに接続する
環境、およびメールアドレス（フリーメール、携帯メールを除く）がないお客様は
添付ソフトウェアをご利用いただけません。

● 本製品の取り付け、取りはずしのときには、必ずコンピュータの本体および周辺
機器メーカーの注意事項に従ってください。

● 本製品を接続した状態でパソコンを起動した場合、前回異常終了がなくて
もスキャンディスクが自動的に行われる場合があります。

● 本製品を接続した状態でパソコンを起動した場合、これまでに接続したこと
のあるデバイスであっても新たにデバイスを認識する表示が出ることがあり
ます。

● 本製品を接続してから認識されるまでに約１分ほど時間がかかる場合があ
ります。パソコンの再操作が可能になるまでお待ちください。

● 本製品は著作権保護機能には対応しておりません。
● 本製品の挿抜の前には、タスクトレイ上で、「ハードウェアの安全な取り外
し」を行ってください。ファイルが消失してしまう恐れがあります。

● 消失・破損したデータに関しては、当社は一切の責任を負いかねます。
● 本製品は、正しい向きでまっすぐ抜き差ししてください。
● スタンバイ・休止機能には対応しておりません。
● 本製品を湿気やホコリの多いところで使用しないでください。
● 本製品に強い衝撃を与えないでください。
● お手入れの際には乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。ベンジン、
シンナー、アルコールなどは使用しないでください。

■ご購入時の状態について
● 本製品は通常そのままでお使いいただけますので、フォーマット（初期化）
をおこなう必要はありません。

● ご購入時には、「StarSuite7」のインストール用データとマニュアルデータ
が保存されています。

 一度本製品内から削除すると、データを復元することはできません。
ただし、本製品内のインストール用データとマニュアルデータを削除
しないと、インストール用データとマニュアルデータの容量が使用さ
れたままですので、インストール用データとマニュアルデータのバッ
クアップをした後で、本製品内のインストール用データとマニュアル
データを削除することをおすすめします。

 詳細は、「インストール用データとマニュアルデータをバックアップす
る」をお読みください。

WindowsXPで使用する

■パソコンに接続する
 本製品のキャップを取りはずします。

お好みでストラップなど
を取り付けできます。

キャップ

 本製品にデータを書き込む場合は、プロテクト（書き込み禁止）スイッチ
をOFFにします。

 パソコンのUSBポートに接続します。
USBポートの上下方向に注意して接続し
てください。自動的に本製品の認識が開
始されます。認識の完了後に使用できま
す。2回目以降は挿入するだけで使用で
きます。

 お使いのパソコンがUSB2.0 に対応していない場合
 ・ サービスパック1以前のときは「高速でないUSBハブに接続してい

る高速USBデバイス」のメッセージが表示されます。

 　
 ・ サービスパック2のときは「さらに高速で実行できるデバイス」のメッ

セージが表示されます。

　 　
 これは、本製品はUSB2.0 に対応していますが、接続したUSBポー

トがUSB2.0 に対応していないために表示されるメッセージです。こ
の場合、本製品はUSB2.0 ではなく1.1 の速度で動作します。

 タスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、自動的に認
識されます。これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

 デバイス認識中およびデータ転送時に LEDがオレンジ色で点滅します。

■取りはずすには
パソコンの電源が入った状態での本製品の取り出し時、スタンバイや休止状
態に移行する前は、次の手順で本製品を取りはずしてください。

 本製品を読み書きしている状態（LED：オレンジ色点滅）で、本製品を
パソコンから取りはずさないでください。本製品の故障や、ファイル
の破損・消失の原因となります。

 本製品を読み書きしていないこと（LED：消灯）を確認します。

 タスクトレイにある アイコンを左クリックします。

 表示されたメッセージをクリックします。

 本製品以外に他のUSB機器やPCカードを使用している場合は、両方
の名前が表示されます。この場合は本製品のメッセージ（USB 大容量記
憶装置デバイス）をクリックしてください。
 次のメッセージを確認後、本製品をパソコンのUSBポートから取りはず
します。

WindowsMeで使用する

■パソコンに接続する
 本製品のキャップを取りはずします。

お好みでストラップなど
を取り付けできます。

キャップ

 本製品にデータを書き込む場合は、プロテクト（書き込み禁止）スイッチ
をOFFにします。

 パソコンのUSBポートに接続します。
USBポートの上下方向に注意して接続し
てください。自動的に本製品の認識が開
始されます。認識の完了後に使用できま
す。2回目以降は挿入するだけで使用で
きます。

 ダイアログボックスに「新しいハードウェアに必要なソフトウェアをイ
ンストールしています。」とメッセージが表示され、自動的に認識されま
す。これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

 デバイス認識中およびデータ転送時に LEDがオレンジ色で点滅します。

■取りはずすには
パソコンの電源が入った状態での本製品の取り出し時、スタンバイや休止状
態に移行する前は、次の手順で本製品を取りはずしてください。

 本製品を読み書きしている状態（LED：オレンジ色点滅）で、本製品を
パソコンから取りはずさないでください。本製品の故障や、ファイル
の破損・消失の原因となります。

 本製品を読み書きしていないこと（LED：消灯）を確認します。

 タスクトレイにある アイコンを左クリックします。

 表示されたメッセージをクリックします。

 本製品以外に他のUSB機器やPCカードを使用している場合は、両方
の名前が表示されます。この場合は本製品のメッセージ（USBディスク）
をクリックしてください。

 ボタンをクリックし
ます。

 本製品をパソコンのUSBポートから取りはずします。

Windows2000で使用する

■パソコンに接続する
 本製品のキャップを取りはずします。

お好みでストラップなど
を取り付けできます。

キャップ

 本製品にデータを書き込む場合は、プロテクト（書き込み禁止）スイッチ
をOFFにします。

 パソコンのUSBポートに接続します。
USBポートの上下方向に注意して接続し
てください。自動的に本製品の認識が開
始されます。認識の完了後に使用できま
す。2回目以降は挿入するだけで使用で
きます。

 ダイアログボックスに「新しいハードウェアが見つかりました。」とメッ
セージが表示され、自動的に認識されます。これで本製品とパソコンの
接続は完了しました。

 デバイス認識中およびデータ転送時に LEDがオレンジ色で点滅します。

■取りはずすには
パソコンの電源が入った状態での本製品の取り出し時、スタンバイや休止状
態に移行する前は、次の手順で本製品を取りはずしてください。

 本製品を読み書きしている状態（LED：オレンジ色点滅）で、本製品を
パソコンから取りはずさないでください。本製品の故障や、ファイル
の破損・消失の原因となります。

 本製品を読み書きしていないこと（LED：消灯）を確認します。

 タスクトレイにある アイコンを左クリックします。

 表示されたメッセージをクリックします

 本製品以外に他のUSB機器やPCカードを使用している場合は、両方
の名前が表示されます。この場合は本製品のメッセージ（USB 大容量記
憶装置デバイス）をクリックしてください。

 ボタンをクリック
します。

 本製品をパソコンのUSBポートから取りはずします。
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インストール用データとマニュアルデータをバックアップする
 マイコンピュータなどからパソコンに挿入した接続した本製品にアクセ
スします。
例えば、パソコンの最後のドライブがEの場合、本製品は「リムーバブ
ルディスク（F:）」と表示されます。

 本製品内の「StsrSuite7」のインストール用データとマニュアルデータ
をパソコンのデスクトップまたはフォルダにコピーします。
保存されているデータは以下の4つです。
・ 「adabas」フォルダ
・ 「documentation」フォルダ
・ 「office7」フォルダ
・ 「StarSuite7PIGDL版02（.pdf）」

コピー

（デスクトップ
またはフォルダ）

 本製品内のインストール用データとマニュアルデータを選択し、右クリッ
クして表示されたメニューから［削除］をクリックします。

 確認のメッセージが表示されますので、［はい］をクリックします。

「StarSuite7」についてのご質問、ご相談は、本製品内または「インストー
ル用データとマニュアルデータをバックアップする」の手順2でコピーした
「StarSuite7PIGDL版 02（.pdf）」の「5. 製品についてのお問合せ」をお読み
ください。
それでも分からない場合は、

http://www.sourcenext.info/starsuite/index.html
を参照してください。

ソースネクスト製品は、すぐに問題を解決できるよう、インターネットで
のサポートを充実させています。

製品別の「サポートページ」には、よくあるお問合せがまとめられています。
ページがわからないときには「速答くん」をお使いください。聞きたいこと
を入力するだけで、即座に答えてくれます。

※ なお、お客様への技術的な教育、データ作成代行などはサポート対象外
となりますので、あらかじめご了承ください。

StarSuite7をインストールする
「StarSuite7」は、ワープロ、表計算、プレゼンテーション、グラフィックな
どのアプリケーションを統合したオフィスツールです。Microsoft Office と
の高い互換性があり、Word、Excel、PowerPoint 文書の編集や保存ができ、
直接PDFを作成することもできます。

■「StarSuite7」をインストールする
 本製品内または「インストール用データとマニュアルデータをバック
アップする」の手順2でコピーした「StarSuite7」フォルダ→「office7」
フォルダにある「Setup.exe」をダブルクリックします。

 「StarSuite7のセットアッププログラ
ム」画面が表示されますので、［次へ］ボ
タンをクリックします。

 「重要な情報」画面が表示されますので、
内容をよくお読みの上、［次へ］ボタン
をクリックします。

 「ソフトウェアライセンス契約書」画面
が表示されますので、内容を確認し、
同意する場合は「契約書の条件に同意し
ます」をチェックして、［次へ］ボタンを
クリックします。

 

 ボタンをクリックして下までスクロールしないと［次へ］ボタンをク
リックすることができません。
 「ユーザーデータの入力」画面が表示さ
れますので、必要項目を入力し、［次へ］
ボタンをクリックします。

 「インストールの種類の選択」画面が表
示されますので、通常はそのまま［次へ］
ボタンをクリックします。

 「インストールディレクトリの選択」画面が表示されますので、通常はそ
のまま［次へ］ボタンをクリックします。

 以下の画面が表示された場合は、［はい］ボタンをクリックします。

 

 「コピー開始」画面が表示されますので、
［インストールする］ボタンをクリック
します。

 「StarSuite7 のインストールプログ
ラム」画面が表示されますので、［OK］
ボタンをクリックします。

 

 お使いのパソコンにMicrosoftOffice がインストールされていて、通
常はMicrosoftOffice をご利用になる場合は、チェックを入れないで
ください。お使いのパソコンにMicrosoftOfficeが入っていない場合は、
チェックを入れることをお勧めします。この設定は後で変更することが
できます。変更方法については、「StarSuite7PIGDL版 02（.pdf）」の
「4.Q&A」をご覧ください。

■「StarSuite7」のマニュアルを読む
「StarSuite7」のお使いになる前に知っておいていただきたいことや、注意事
項などの詳細については、「StarSuite7PIGDL版 02（.pdf）」をお読みください。
また、「StarSuite 7」の詳しい操作マニュアルは、画面上で見ることができ
る電子マニュアルとなっています。操作がわからないとき、簡単に開いて、
見たい項目を選択すれば、すぐに説明をご覧になれます。
「インストール用データとマニュアルデータをバックアップする」の手順2でコ
ピーしたデータの「documentation」フォルダ内に「html」フォルダにはHTML
形式、「pdf」フォルダにはPDF形式のマニュアルがそれぞれ3つずつあります。
● 「users_guide」 ：マニュアルです。
● ［setup_guide」 ：インストールの詳細が記載されています。
● ［basic_guide」 ：プログラマー向けのマニュアルです。
※  HTML 形式の場合は、各フォルダの中の「index（.html）」をダブルクリッ
クするとマニュアルが開きます。

 マニュアルには Linux、Solaris など、他のバージョンについての
表記がありますが、本 USB フラッシュメモリに搭載されている
「StarSuite7」には含まれておりません。予めご了承ください。

■ご注意ください
・ 本USBフラッシュメモリに搭載されている「StarSuite7」は特別版となります。
 万が一、本ソフトウェアによってお客様のパソコンで不具合が生じまして
も、エレコムならびにソースネクストでは保証、交換、返品などは一切お
受けできませんのでご了承ください。

・ ソースネクストでは、ご購入金額に応じてマイレージポイントをご用意し
ておりますが、本製品は、USBフラッシュメモリ搭載の特別版のため、マ
イレージサービスの対象外製品になりますので予めご了承ください。

・ 「StarSuite 7」パーソナルパックは、1年間の有効期限を持つ年間サービ
ス型製品です。
 2年目以降は、継続または新規購入が必要です。
 継続料金：税込み2,079円

仕様

対応OS Windows Me, 2000, XP インターフェイス USB

同梱物
インストールマニュアル 1枚 外形寸法 W20×D70×H13 (mm)
シリアル番号 1枚 重量 10g
保証書 1枚 最大転送速度 480Mbps（理論値）

ユーザーサポートと製品の保証

ハードウェアに関する
お問い合わせは

エレコム総合インフォメーションセンター
受付時間 9:00～12:00  13:00～18:00 年中無休

TEL.0570-084-465
FAX.0570-050-012

ソフトウェアに関する
お問い合わせは

ソースネクストドットコム
http://www.sourcenext.com/
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・ 本インストールマニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
・ 本インストールマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製 /転載す
ることを禁止させていただきます。

・ 本インストールマニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、
万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。

・ 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合が
あります。

・ 実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負い
かねますのでご了承ください。

・ 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、
外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。

・ SUN、SUN Microsystems、サンのロゴマーク、Solaris、StarSuite
およびStarSuite のロゴは、米国Sun Microsystemes,Inc. の米国及び
その他の国における商標または登録商標です。すべてのSPARC商標は米
国SPARC International,Inc. のライセンスを受けて使用している同社の
米国及びその他の国における商標または登録商標です。SPARC商標がつ
いた製品は米国Sun Microsystems,Inc. が開発したアーキテクチャに基
づくものです。

・ ソースネクスト、SOURCENEXTはソースネクスト株式会社の登録商標
です。

・ Windowsは米国Microsoft の登録商標です。
・ その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
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 Java Runtime は通常の使用ではイ
ンストールの必要はありませんので、
「StarSuite 7 で Javaは使用しない」
を選択して、［OK］ボタンをクリック
します。

 

 「StarSuite 7 で Java は使用しない」を選択すると、以下の画面が表
示されますが、［OK］ボタンをクリックしてそのまま続けてください。

 

 Java Runtime は、Java（言語）で組まれたソフトを動かすもので、
「StarSuite 7」では通常 Java プログラムは扱いませんので、インス
トールは不要です。また、サポートもしておりませんのでご了承くだ
さい。
 ［ファイルの置換を確認」画面が表示された場合は、［すべて置換する］ボ
タンをクリックしてそのまま続けてください。
 「インストールの終了」画面が表示され
ますので、［完了］ボタンをクリックし
ます。

 「Adabas D 12.0.1 のセットアップ
プログラム」画面が表示されますので、
［キャンセル］ボタンをクリックします。

 Adabas D は通常の使用ではインス
トールの必要はありません。

 Adabas D は、操作に専門知識が必要
なリレーショナルデータベースソフト

 で、スタースイートとは独立したプログラムです。スタースイートのご
使用には不要です。また、サポートもしておりませんのでご了承ください。

 Adabas D の詳細は、以下のページ（英語）をご覧ください。
 　　http://www.softwareag.com/adabasd/

 「Adabas D 12.0.1 のインストールを中止してもよろしいですか？」と
メッセージが表示されますので、［はい］をクリックします。

 はじめて「StarSuite 7」を起動すると
「シリアル番号の入力」画面が表示され
ますので、本製品に添付されている
CD-ROMに記載されている16桁のシ
リアル番号を、半角英数字で正確に入
力して［OK］ボタンをクリックします。

以上で「StarSuite 7」のインストールは完了です。

 ソフトウェアのインストール完了後は、インストール用データとマニュ
アルデータをハードディスクにバックアップし、本製品内のインストー
ル用データとマニュアルデータを削除してください。USBフラッシュ
メモリの全容量をご利用いただけます。バックアップの方法について
は、「インストール用データとマニュアルデータをバックアップする」
をお読みください。

■ユーザー登録する
本製品をお使いになる前に、インターネットにて、お早めにユーザー登録を
お済ませください。登録完了後より、サポートサービスをご利用いただけます。
オンライン登録はインターネットに接続できる環境が必要です。

 ［スタート］メニュー→［すべてのプログラム（プログラム）］→［StarSuite 
7］→［ユーザー登録］を選択します。

 「右の画面が表示されますので、［ユー
ザー登録をする］ボタンをクリックしま
す。
「ソースネクスト・ホームページ」のユー
ザー登録ページに接続されます。
画面の案内に従って、登録をおこなっ
てください。


