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airdisk

ご注意
●お買い上げ時のレシート・領収書などは大切に保管してください。

　ご購入年月日の証明になります。詳しくは【ハードウェア保証規

定】（23 ページ）をご覧ください。

●本製品へ保存されたデータが消失、破損したことによる被害につ

いては、弊社はいかなる責任も負いかねます。

　あらかじめご了承ください。

●本製品のデータの回復作業はお受けしておりません。

　大切なデータは、他のメディア（BD・DVDやハードディスクなど）

へ定期的にバックアップしてください。
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◦本体   ：1台

◦Micro USBケーブル ：1本

◦イーサネット変換ケーブル ：1個

はじめに

箱の中には

仕様
対応機種 

（サポート対象）
iPhone、iPad、iPod touch
Android端末
USB 2.0ポート（Aコネクター）を搭載したパソコン

対応OS iOS 6～8
Android 2.2～5
Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / 
Windows Vista
Mac OS X 10.5～10.10

バッテリー容量 3000mAh
連続使用時間 約10時間
連続待受時間 約13時間
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各部の名称

①電源ボタン 4秒間押し続けると、電源をオン/オフします。
短く1回押すと、電源LEDが点灯し、バッテリー残量を確認
できます。

②USB microB 
ポート

USBケーブルをつなぎ、本製品を充電します。
パソコンとの接続にも使用します。

③USB Aポート
（出力：5V）

USBケーブルをつなぎ、使用機器に給電します。

④mini 8 ピン LANアダプターをつなぎます。

⑤電源LED 電源オン時：点灯
電源オフ時：点灯後、消灯
バッテリー残量確認時：残量にあわせて点灯

⑥Wi-Fi LED Wi-Fiの状態を表示します。
点灯：無線LANが有効
消灯：無線LANが無効

⑦リセットボタン 細いピンなどで短く1回押すと、本製品が再起動します。
5秒間押し続けると、本製品の設定を初期状態に戻します。

（本製品に保存したデータは保持されます）

①

②
③

④

⑤
⑥

⑦
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「HiDisk」アプリをインストールする

本製品を充電する

iPhone/iPad/iPod touchの場合 ：[App Store]
Android端末の場合 ：[Google Play] を開く

添付のUSBケーブルで本製品のUSB microBポートとパソコ

ンのUSB Aポートをつなぎ、本製品を充電します。

電源LEDが5つとも点灯状態になれば、充電完了です。

以上で、アプリのインストールは完了です。

「HiDisk」を検索し、インストールする

使う

2

1

USB充電器（市販）でも充電できます
5V/1A供給可能なUSB充電器をご使用ください。
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スマートフォンなどと本製品をWi-Fi接続する

2 スマートフォンなどの設定メニューから、Wi-Fi機能を
オンにする

以上で、Wi-Fi接続は完了です。

「HiDisk」アプリを開き、本製品を使用できます。

本製品には、スマートフォンなどを最大3台まで同時にWi-Fi接続できます

スマートフォンなどの設定メニューから、Wi-Fiネット
ワーク一覧画面を開く

3

4 本製品のSSID[airdisk_xxxxxx]をタップする
※xxxxxxは任意の英数字です。（機器により異なります）

※「AirDisk_xxxxxx」と表示される場合もあります。

接続されたことを確認する5

重要！
セキュリティーのため、本製品にパスワードをかけてご利用ください。

設定方法は【本製品のSSIDにパスワードをかける場合（推奨）】

（11 ページ）をご参照ください。

本製品の電源をオンにする（電源ボタンを4秒以上押す）1
※本製品が起動するまで1分ほどかかります。
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▼トップ画面

※画面例：Android

▼ファイル表示画面

アプリの画面について

① ファイル表示画面を開きます。

② 本製品とスマートフォンのストレージ使用状況を表示します。
タップすると、ファイルの種類別で円グラフを表示します。

③ 設定画面を表示します。

④ スマートフォン内の写真、ビデオ、アドレス帳のバックアップ設定をします。

⑤ トップ画面に戻ります。

⑥ 表示するファイルの種類を変更します。

⑦ ファイルを表示します。

⑧ スマートフォン※と本製品を切り替えます。
※iPhone/iPad/iPod touchの場合は、ローカル（アプリ内）を表示します。

⑨ ファイル選択画面になります。
タップでファイルを選択し、コピー、切り取り、削除ができます。

③

④

①

②

⑨⑤
⑥

⑦

⑧
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インターネットに接続する
スマートフォンなどが本製品とWi-Fi接続中にも、インター

ネットに接続できるようにします。

「ワイヤレスモード」と「有線モード（ルーターモード）」があり

ます。

ワイヤレスモード 本製品と無線LANルーターなどを、Wi-Fiで接
続します。
自宅など、すでに無線LAN環境があるときに便
利です。
⇒【ワイヤレスモードでつなぐ】（9 ページ）

有線モード
（ルーターモード）

本製品にLANアダプターをつなぎ、LANケー
ブルでインターネットとつなぎます。
ホテルの部屋など無線LAN環境がないときに
便利です。
⇒【有線モード（ルーターモード）でつなぐ】

（10 ページ）
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ワイヤレスモードでつなぐ

接続したい無線LANルーターのSSIDをタップする3

必要に応じて、接続先の無線LANルーターの暗号キーを
入力し、[確定]をタップする
⇒本製品が再起動し、設定が有効になります。（約3分後）

4

スマートフォンなどで「HiDisk」アプリを開く1

以上で、完了です。

重要！
セキュリティーのため、本製品にパスワードをかけてご利用ください。

設定方法は【本製品のSSIDにパスワードをかける場合（推奨）】

（11 ページ）をご参照ください。

設定アイコン 　　→ [HiDisk WiFi設定] →
[インターネットに接続]の順にタップする

2
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有線モード（ルーターモード）でつなぐ

LANケーブルで、添付のLANアダプターとモデムや
ルーターをつなぐ
※LANケーブルは別途ご用意ください。

2

本製品のmini 8ピンポートに、添付のLANアダプターを
つなぐ

1

以上で、完了です。

重要！
セキュリティーのため、本製品にパスワードをかけてご利用ください。

設定方法は【本製品のSSIDにパスワードをかける場合（推奨）】

（11 ページ）をご参照ください。
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本製品のSSIDを変更する場合
本製品のSSIDにパスワードをかける場合（推奨）

①スマートフォンなどで「HiDisk」アプリを開く

②▼iPhone/iPad/iPod touchの場合
　　設定アイコン　　→ [HiDisk WiFi設定] →
　　[HiDisk Wi-Fi設定]の順にタップする

　▼Android端末の場合
　　設定アイコン 　  → [HiDisk WiFi設定] →
　　[HiDisk WiFi セッティング]の順にタップする

③SSID名またはパスワードを入力
　※パスワードは半角英数字8文字以上で設定してください。

④[確定]または[保存]をタップする
　⇒本製品が再起動し、設定が有効になります。

⑤再度スマートフォンなどと本製品をWi-Fi接続する
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サードパーティ製のアプリで動画を再生する
AVI、RMVB、MKVなどiOS、Androidで再生できないフォーマッ

ト形式の動画は、サードパーティ製のアプリをインストール

すると、再生できる場合があります。

※サードパーティ製のアプリは有料の場合があります。

▼iPhone/iPad/iPod touchの場合

　「OPlayer」、「GoodPlayer」など

▼Android端末の場合

　「QQvideo」、「MoboPlayer」、「Rockplayer」など

【再生方法】

サードパーティ製のアプリから、ブラウザーモードで本製品

にアクセスします。

1 スマートフォンなどにサードパーティ製のアプリをイン
ストールし、起動する

ブラウザーモードなどを選び、アドレスバーに
[http://192.168.222.254]または[http://airdisk]と
入力する
⇒本製品にアクセスできます。

2

以上で、完了です。

3 再生したい動画を開く
※詳しくはサードパーティ製アプリのヘルプなどをご確認ください。
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パソコンで使う

1 添付のUSBケーブルで、本製品とパソコンをつなぐ

通常のUSBメモリーと同様にファイルを読み書きできます。

パソコンに接続すると、本製品はUSBモードになります
スマートフォンなどから本製品にはアクセスできなくなります。

2 本製品のアイコンを確認する
▼Windowsの場合 ▼Mac OSの場合

※環境により名称が異なる
場合があります。

3 ファイルを読み書きする
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4 取り外す

ご注意：データの読み書き中は取り外さない
データの消失や本製品の故障の原因になります。

▼Mac OSの場合
デスクトップ上の本製品アイコンを、ゴミ箱にドラッグ＆
ドロップする

▼Windowsの場合
①[　 ]をクリック

②本製品の表示をクリック

以上で、完了です。
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その他の使い方

モバイルバッテリーとして使う
本製品をモバイルバッテリーとして使用し、スマートフォン

などを充電できます。（出力：5V）

本製品のUSB Aポートと、スマートフォンなどをUSBケーブル

でつなぎます。USBケーブルは、本製品に添付のUSBケーブル

またはスマートフォンなどに付属のUSBケーブルをご使用く

ださい。

※給電中は電源LEDが遅い点滅になり、バッテリー残量を表示します。

バッテリー残量を確認する
電源ボタンを短く1回押すと、電源LEDが点灯し、バッテリー

残量を確認できます。

※本製品の電源のオン、オフにかかわらず、操作できます。

本製品をリセットする
本製品の電源オン時に、細いピンなどでリセットボタンを短

く1回押すと、本製品を再起動できます。

5秒以上押し続けて離すと、本製品の設定を初期状態にできます。

※本製品に保存したデータは保持されます。
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安全のために
お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に

正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。

ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

危険

本製品を修理・改造・分解しない
火災や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。

本製品をショートさせない
ネックレスやヘアピンと一緒に持ち運び・保管しない
発熱、発火、やけどの原因になります。

▼警告および注意表示 ▼絵記号の意味

この表示の注意事項を守らないと、死亡または
重傷を負う危険が生じます。危険

この表示の注意事項を守らないと、死亡または
重傷を負うことがあります。警告

この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり
周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。注意

禁止

指示を守る

付録
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本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない
水や洗剤などが本製品にかかると、隙間から浸み込み、火災・感電の原
因になります。
・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
・水の入ったもの（コップ、花びんなど）を上に置かないでください。
・万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使用しないでください。

電池について、以下のことに注意する
本製品はリチウムイオン電池を使用します。
リチウムイオン電池にはリチウムが含まれており、誤った使用、取り扱
い、廃棄により爆発する恐れがあります。
◦火の中に入れたり、加熱したりしないでください。また、直射日光の

当たる場所、高温多湿の場所、車中等に放置しないでください。
◦使用中、保管時等に発熱したり、異臭を発したり、変色、変形、その

他今までと異なる場合は使うのを止めてください。
◦電子レンジや高圧容器に入れないでください。
◦水、海水、ジュースなどで濡らさないでください。
◦強い衝撃を与える、投げる、踏む、たたくなどをしないでください。
◦所定の時間を超えても充電が終わらない場合は、充電を止めてください。
◦指定された充電方法以外では充電しないでください。
◦動作環境の範囲内で使用する。

煙がでたり、変なにおいや音がしたら、すぐに使うのを止める
そのまま使うと火災・感電の原因になります。

添付の LAN アダプターを乳幼児の手の届くところに置かない
誤って飲み込み、窒息や胃などへの障害の原因になります。
万一、飲み込んだと思われる場合は、ただちに医師にご相談ください。

警告
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故障や異常のまま、つながない
本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外し
てください。
そのまま使うと、火災・感電・故障の原因になります。

ケーブルにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押し
つけ・加工などはしない
ケーブルがよじれた状態や折り曲げた状態で使用しないでください。
ケーブルの芯線 ( 電気の流れるところ ) が断線したり、ショートし、発火・
感電の原因になります。

ゆるいコネクターにつながない
電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し
込んでもゆるみがあるコネクターにはつながないでください。発熱して
発火の原因になります。

USB 端子を抜くときはケーブルを引っ張らない
端子部を持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルに傷が
付き、発火や感電の原因になります。

じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど、保温・
保湿性の高いものの近くで使わない
発火の原因になります。

熱器具のそばに配線しない
ケーブル被覆が破れ、発火や感電、やけどの原因になります。

本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かない
発火の原因になります。
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本製品を踏まない
破損し、けがの原因になります。特に、小さなお子様にはご注意ください。

本製品を飛行機の中で使わない
飛行機の計器などの誤動作の原因になります。

ペースメーカー等の医療機器や、産業・科学機器の近くで使
用しない
ペースメーカー等の医療機器や、産業・科学機器の動作に影響を与え、
事故の原因となる恐れがあります。
また医療機関では無線機器の使用を禁止していることがあります。

長時間にわたり一定の場所に触れ続けない
本製品を一定時間使うと、本製品が熱く感じる場合があります。
長時間にわたり一定の場所に触れ続けると、低温やけどを起こす恐れが
あります。

本製品を病院内で使わない
医療機器の誤動作の原因になります。

注意
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使用上のご注意

本製品は精密機器です。突然の故障等の理由によってデータが消失す
る場合があります。
万一に備え、本製品内に保存された重要なデータについては、必ず定
期的に「バックアップ」をおこなってください。
本製品または接続製品の保存データの毀損・消失などについて、弊社
は一切の責任を負いません。また、弊社が記録内容の修復・復元・複
製などをすることもできません。
なお、何らかの原因で本製品にデータ保存ができなかった場合、いか
なる理由であっても弊社は一切その責任を負いかねます。

データの保護について

[ 参考 ] バックアップとは
本製品に保存されたデータを守るために、別の記憶媒体 (HDD・
BD・DVD など ) にデータの複製を作成することです。( データを
移動させることは「バックアップ」ではありません。同じデータが
２か所にあることを「バックアップ」と言います。)
万一、故障や人為的なミスなどで、一方のデータが失われても、残っ
た方のデータを使えますので安心です。不測の事態に備えるために、
必ずバックアップをおこなってください。
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無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用して
パソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、
電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点が
あります。その反面、電波はある範囲内であれば障害物 ( 壁等 ) を越
えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行ってい
ない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

本来、無線 LAN アダプターや無線アクセスポイントは、これらの問題
に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線 LAN
製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その
問題が発生する可能性は少なくなります。
無線 LAN 機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する
設定が施されていない場合があります。従って、お客様がセキュリティ
問題発生の可能性を少なくするためには、無線 LAN アダプターや無線

（ お客様の権利（ プライバシー保護）に関する重要な事項です！ ）

無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

●不正に侵入される

　悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

　　・個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩）

　　・特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）

　　・傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）

　　・コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）

　などの行為をされてしまう可能性があります。

●通信内容を盗み見られる

　悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

　　・ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報

　　・メールの内容 　

　等の通信内容を盗み見られる可能性があります。
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◦バッテリーは消耗品です。正しい方法であっても充電 / 放電を繰り
返すと徐々に使用できる時間が短くなります。

◦バッテリーは、本製品を使用しない場合でも自然放電します。長時
間放置した場合は改めて充電してからご利用ください。

◦電池の劣化を防ぐため、満充電で長時間放置しないでください。長期
保管の場合はバッテリー残量 50％程度での保管をおすすめします。

◦充電時間は、バッテリーの使用状態、充電方法、周囲の温度などに
よって変わります。

◦高温状態で保管すると、バッテリー性能の劣化が早まります。直射
日光が当たらず、風通しの良い涼しい場所で保管してください。

◦バッテリーは、取り外しできません。
◦リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。
　ご不要になった本製品は廃棄せず、充電式電池リサ

イクル協力店へお持ちください。

Li-ion

LAN アクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線 LAN 機器のセキュ
リティに関する全ての設定をマニュアルにしたがって行ってください。
なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破ら
れることもあり得ますので、ご理解の上、ご使用ください。
セキュリティの設定などについて、お客様ご自分で対処できない場合に
は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。当社では、お客
様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解し
た上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を
行い、製品を使用することをお奨めします。
※セキュリティ対策を施さず、あるいは、無線 LAN の仕様上やむを得

ない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、株式会
社アイ・オー・データ機器は、これによって生じた損害に対する責任
を負いかねます。

バッテリーについて
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ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定（以下「本保証規定」といいま
す。）に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品（以下「本
製品」といいます。）の無料での交換をお約束するものです。

１．保証内容
取扱説明書（本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。）等にしたがった正常な
使用状態で故障した場合、お買い上げ日より2週間以内に限り同等品へ交換いたし
ます。

２．保証対象
保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消
耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはな
りません。

３．保証対象外
以下の場合は保証の対象とはなりません。
1) レシートや納品書に記載されたご購入日から2週間以上経過した場合
2) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電

圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
3) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障

もしくは損傷の場合
4) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプ

ログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
5) 取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する

故障もしくは損傷の場合
6) 合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持･管理環境に起因する故

障もしくは損傷の場合
7) 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
8) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合
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４．初期不良交換
1) 初期不良交換を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が

記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付さ
れる場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担
とさせていただきます。

2) 発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸
送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。
弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。

3) 本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する
製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、交換の際に本製品内部
のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の
保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバック
アップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。

4) 弊社が初期不良交換した本製品は、弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へ
はお返しいたしません。

５．免責
1) 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存され

たデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデー
タについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。

2) 弊社に故意または重過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責
任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。

3) 本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、瑕疵のない製
品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いま
せん。

６．保証有効範囲
弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外
でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。
Our company provides the service under this warranty only in Japan.
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お問い合わせ

それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

お問い合わせいただく前に、以下をご確認ください

＜ご用意いただく情報＞
製品情報（製品名、シリアル番号など）、パソコンや接続機器の情報（型番、OSなど）

※受付時間 9：00～12：00、13：00～17：00 月～金曜日（祝祭日をのぞく）

http://www.iodata.jp/support/インターネット :

電話 :

FAX :

弊社サポートページのQ&Aを参照

http://www.iodata.jp/support/

個人情報の取り扱いについて
個人情報は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシー

ポリシー（http://www.iodata.jp/privacy.htm）に基づき、

適切な管理と運用をおこないます。

http://www.iodata.jp/privacy.htm
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本製品を廃棄する際のご注意
本製品に記録されたデータは、パソコンにて削除したり、フォーマット

するなどの作業をおこなったりしただけでは、特殊なソフトウェアを

利用することで、データを復元・再利用できてしまう場合があります。

その結果として情報が漏えいしてしまう可能性があります。情報漏え

いなどのトラブルを回避するために、データ消去のためのソフトウェ

アやサービスをご利用いただくことをおすすめします。

【マニュアルアンケートはこちら】

よりよいマニュアル作りのためアンケートに

ご協力願います。

https://wssl.iodata.jp/entry/license/?cid=tc&prod=airdiskW
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[商標について]
記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。

[ご注意]
1)本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本書の一部ま

たは全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2)本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器シ

ステムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信
頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は
意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用さ
れ、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社
ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長
設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご
注意願います。

3)本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切
の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、
及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This 
product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages 
or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan 
and provide no technical support or after-service for this product outside 
Japan.)

4)本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負い
かねますのでご了承ください。
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