Use only in the products which M-512E is
designated.
This card can also be used which instruments
with use M-256E, M-256D or M-128D.
(However, the amount of data that can be
saved onto this card will be the same as when
using a card originally specified for the
instrument.)

INSTRUCTIONS

このカードは、使用可能なメモリー・カード
として、M-512E が指定された機種のみにご
使用ください。
なお、ローランド M-256E/M-256D/M128D が指定されている機種にも使うことが
できます。（ただしその場合、このカードに保
存できるデータ量は、各機種で指定されてい
るカードを使用したときと同じになります。）
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Before using this card, make sure to read the instructions below.

このカードを使用する前に、以下の指示をよく読んでください。

■ NOTES

■ご注意

• Never touch terminals. Also, avoid getting
terminals dirty.
• Do not expose the card to direct sunlight,
place it near devices that radiate heat, leave
it inside an enclosed vehicle, or otherwise
subject it to temperature extremes. Excessive
heat can deform or discolor the card.
• To avoid possible breakdown, do not use
the card in a wet area, such as an area
exposed to rain or other moisture.
• To avoid the risk of damage to internal
components that can be caused by static
electricity, please carefully observe the
following whenever you handle the card.
•Before you touch the card, always first
grasp a metal object (such as a water
pipe), so you are sure that any static
electricity you might have been carrying
has been discharged.
•Save the bag and the box in which the
card was originally shipped, and put the
card back into them whenever you need
to store or transport it.
• Be sure that you are holding the card with
the face up, and insert it slowly until it is
securely in place.

• How to use the Memory Card is fully
explained in the owner’s manual of each
device.

■ Battery Replacement
• When the display of your device using M512G indicates a message such as
“MEMORY CARD Battery Low” or “DATA
Card Battery Low,” the battery in M-512G
card is nearly worn out. Please contact
Roland Service Station for the battery
replacement, referring to the owner’s
manual of your device.
Be sure to load all the data
from the M-512G onto your device before
the battery replacement. The data stored in
your M-512G card may be lost while
replacing the battery.

■ Protect Switch
The Protect Switch is provided to prevent
accidental erasure of data. Please be sure to
keep it in the ON position except when
writing new data.
* In the interest of product improvement, the
specifications and/or appearance of this card are
subject to change without prior notice.

● カードの端子の部分に触れたり、汚したり
しないようにしてください。
● 直射日光の当たる場所や、発熱する機器の
近く、閉め切った車内などに放置しないで
ください。変形、変色することがあります。
● 故障の原因になりますので、雨や水に濡れ
る場所で使用しないでください。
● このカードは、静電気により部品が破壊さ
れる恐れがあります。カードを取り扱うと
きは、次の点に注意してください。
○カードを持つときは、あらかじめ何らか
の金属に触れて、体や衣類にたまってい
る静電気を放電してください。
○カードを保管するとき、または輸送する
ときなどは、購入時にカードが入ってい
た袋（導電袋）および外箱に入れてくだ
さい。
● カードは差し込み方向を確認の上、確実に
奥まで差し込んでください。

■電池交換
● 使用機器側で「MEMORY CARD Battery
Low」
、「DATA Card Battery Low」など
のメッセージが表示されたら、メモリー・
カードの電池が消耗しています。お買い上
げ店またはローランド・サービスに電池交
換を依頼してください。

警告

電池交換の際には、メモリー・

カード内のデータが失われることがありま
すので、あらかじめデータを使用機器等に
記憶させてください。

■プロテクト・スイッチ
プロテクト・スイッチは、メモリー・カード
に保存されているデータを誤って消去しない
ように保護するためのものです。新しくデー
タを記憶させるとき以外は、オンにしておい
てください。

● メモリー・カードにデータを記憶させる方
法や使用方法は、各機器の取扱説明書をお
読みください。
● お客様がこの機器を分解、改造された場
合、以後の性能について保証できなくなり
ます。また、修理をお断りする場合もあり
ます。

※ 製品の仕様および外観は、改良のため予告な
く変更することがあります。
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