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活用ガイド

本書は下記の内容について記載されています。Wirelessモバイルストレージ
•	「ShAirDisk	for	L1」の使用方法
•	 ブラウザからShAirDisk	にアクセスする方法
•	 Windows から Samba でアクセスする方法

•	 ShAirDisk 本体の設定について
•	 困ったときは？

本書をお読みいただく前に
本書をお読みいただく前に、必ず「設定ガイド」に従って機器の接続やアプリのダウンロードを行ってください。

専用アプリ「ShAirDisk for L1」を使用して ShAirDisk にアクセスする
専用アプリ「ShAirDisk for L1」を使用する前に

t •	 専用アプリ「ShAirDisk	for	L1」の Android 版は Play	 ストア、iOS 版は App	
Store よりダウンロードしてください。

•	 専用アプリ「ShAirDisk	for	L1」を使用する前に、別紙『設定ガイド』をお読みください。

「ShAirDisk」に接続している 
USB ストレージにアクセスする－ファイルを開く－

ホーム画面の［	動画	］／［	写真		］／	
［	音楽	］／［	文章	］／［	ファイル／フォ
ルダー	］のいずれかをタップすると、
「ShAirDisk」に接続している USB
ストレージに保存されているファイル
やフォルダーが表示されます。

「USB ストレージ（ShAirDisk for L1）」と「接続中のデバイス
（ローカル）」の表示を切り替える
ロ グ イ ン 直 後 は、 画 面 左 下 の
「ShAirDisk	for	L1」が赤色で表示
され、「ShAirDisk」に接続している
USBストレージが表示されます。
フォルダー表示を接続中の端末に切り
替える場合は、画面右下の［ローカ
ル］（iPhone の場合“iPhone”）を
タップします。USBストレージに表
示を切り替える場合は、画面左下の
［ShAirDisk	for	L1］をタップします。

画面の表示方法を切り替える
画面左上の［表示］をタッ
プすると、画面表示をサム
ネイル表示またはリスト表
示に切り替えることがで
き、「名前」「種類」「更新
時間」で並べ替えることが
できます。

前の画面に戻る
画面左上の［戻る］をタッ
プすると、１つ前の画面ま
たは１つ上のフォルダーに
戻ります。

新しいフォルダーを作成する
画面左上の［フォルダーの
新規作成］をタップすると、
現在表示している場所に新
しいフォルダーを作成する
ことができます。

ホーム画面に戻る
画面右上の［ホーム］をタッ
プすると、ホーム画面に戻
ります。

ファイルを表示／再生する
ファイルをタップすると、ご使用の機器に応じた方法でファイルを再生／表示するこ
とができます。

スライドショーを再生する（写真のみ）

ab

※	画面はAndroidの場合

静止画像再生中に画面をタップすると、
画面下部にアイコンが表示されます。

aをタップすると、スライドショーを再
生することができます。再度タップする
と停止します。

bをタップすると、リピートモードを変
更します。

w iPhone の場合、スライドショー再生中に画面をタップするとスライドショーを停止
します。

写真を共有する／保存する
静止画像再生中に、画面右下の［シェアー］をタップするとファイルを共有したり保
存したりすることができます。

※	画面はAndroidの写真再生中の場合 ※	画面はiPhoneの写真再生中の場合

w iPhone の場合、画面右下の［キャスト］をタップしてモニターなどの
外部機器に出力することができます。

ファイルメニューの表示 
（ファイルのコピー／削除／移動／ファイル名の変更）

ファイルを長押しすると画面下部にメ
ニューが表示されます。
操作したい項目をタップします。

ファイルを移動する
ファイルを移動する場合はメニュー右端の［もっと多く］→［移動する］の順にタッ
プします。
移動先の選択方法については、「ファイルをコピーする」の	E	以降を参照してください。

ファイル名を変更する
ファイル名を変更する場合はメニュー右端の［もっと多く］→［名前の変更］の順にタッ
プします。

ファイルをコピーする
USB ストレージのファイルをスマートフォンやタブレットにコピーしたり、スマー
トフォンやタブレットのファイルを USB ストレージにコピーすることが可能です。
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A. 「ShAirDisk	for	L1」を起動後、［	動画	］／［	写真		］／［	音楽	］／［	文章	］／	
［	ファイル／フォルダー	］のいずれかをタップします。

USB ストレージ（ShAirDisk for L1）
のファイルをスマートフォンやタブ
レットにコピーする場合
USBストレージ（ShAirDisk	for	L1）が
選択されていることを確認して、コピー
するファイルやフォルダーを表示しま
す。

スマートフォンやタブレットのファイ
ルを USB ストレージ（ShAirDisk for 
L1）にコピーする場合
画面下部の［ローカル］（iPhone の
場合“iPhone”）をタップして、操作
中のデバイスに表示を切り替えて、コ
ピーするファイルやフォルダーを表示
します。

B. コピーしたいファイルを長押しする
か、画面右上の［複数選択］をタップ
すると、ファイルを選択できる状態に
なります。

「ファイルを長押しする」または、
［複数選択］をタップします。

C. コピーしたいファイルをタップして
ファイル名の左側にある	○	にチェッ
クをつけます。

D. 画面下部のファイルメニューから［コ
ピー］をタップすると、画面がコピー
先を選択する画面に切り替わります。

コピー元が USB ストレージの場合

操作している端末が「ローカル」（ま
たは内部ストレージ）として表示され
ます。

コピー元が操作している端末（ローカ
ル）の場合

USBストレージ（ShAirDisk	for	L1）
が表示されます。

保存先を操作中のデバイス（ローカル）
からUSBストレージ（ShAirDisk	for	
L1）に切り替える場合は、「ローカル」
（または内部ストレージ）の右側にあ
るアイコンをタップして、「ShAirDisk	
for	L1」を選択してください。

E. コピー先のフォルダーを選択して、画
面右下の［貼り付け］をタップすると、
転送を開始します。

スマートフォンやタブレットのバックアップ
スマートフォンやタブレットのデータを「ShAirDisk」に接続されているUSBストレー
ジにバックアップすることができます。
バックアップには下記の 2つの方法があります。

 ■ 携帯電話のバックアップ
携帯電話に保存されている画像と動画をバックアップします。
バックアップするファイルを個別に選んだり、全てのファイルをワンクリックで
一括バックアップすることも可能です。

t 本アプリからアクセスできない場所に保存されたファイルについてはバックアップ
されませんのでご注意ください。

 ■ 連絡先のバックアップ
アドレス帳をバックアップします。

携帯電話を一括バックアップする
A. 「ShAirDisk	for	L1」を起動して［バッ
クアップ］をタップすると「バックアッ
プ」画面が表示されます。

B. バックアップ画面で［携帯電話のバッ
クアップ］を選択すると、ファイル選
択画面が表示されます。

C. 携帯電話内の全ての画像をバックアッ
プする場合は、画面下部の［すべてを
バックアップする］をタップしてバッ
クアップを開始します。
バックアップ中およびバックアップ後
の操作については「バックアップ中／
バックアップ後の操作」を参照してく
ださい。

選択したファイルをバックアップする
A. 「ShAirDisk	for	L1」を起動して［バッ
クアップ］をタップすると「バックアッ
プ」画面が表示されます。

B. バックアップ画面で［携帯電話のバッ
クアップ］を選択すると、ファイル選
択画面が表示されます。

C. ［バックアップするファイルを選択す
る］をタップすると、バックアップさ
れていないファイルの一覧が表示され
ます。
既にUSBストレージ内にバックアッ
プされているファイルを確認する場合
は、画面右上のストレージアイコンを
タップします。（後述“バックアップ
したファイルを確認する”を参照）

D. バックアップするファイルをタップし
て印をつけます。

ファイルを選択したら、画面下部の
［バックアップ］をタップして、バッ
クアップ先を選択します。

ファイル選択画面上部のメニューにつ
いて
全て バックアップ可能なファイルを全て表示

します。
写真 アルバムを表示／選択します。

動画 動画ファイルのみ表示／選択します。

スクリーンショット スクリーンショットファイルのみ表示／選択します。
QQ ／ WeChat ／ Microblog ／その他 各アプリで保存された画像や動画を表示／選択します。

E. バックアップ先を選択します。
既にUSBストレージ内にフォルダー
がある場合、フォルダー名が表示され
ますので、保存先として選択すること
ができます。

新しくフォルダーを作成してバック
アップする場合は、「アルバムを新し
く作成する」を選択してください。

バックアップ先を選択するとバック
アップが開始されます。

バックアップ中／バックアップ後の操作

 ■ バックアップを途中でキャンセルする
バックアップ中はフォルダーのサムネイル
右下に［停止ボタン］が表示されます。途
中でキャンセルする場合は、停止アイコン
をタップします。 停止ボタン

 ■ バックアップしたファイルを確認する
バックアップ前やバックアップ直後に、
USBストレージ内のバックアップ済みの
ファイルを確認する場合は、ストレージア
イコンをタップします。

 ■ バックアップファイルを追加する
バックアップ直後やUSBストレージ内の
バックアップ済みファイルを確認する画面
で、右上の［	＋	］をタップするとファイ
ル選択画面が表示され、バックアップファ
イルを追加することが可能です。

 ■ アルバムの削除／ファイル名の変更
バックアップ直後の画面でフォルダーのサ
ムネイルを長押しすると、［削除ボタン］
と［編集ボタン］が表示されます。
各ボタンをタップして、フォルダーごと削
除したりフォルダー名の変更が可能です。

編集ボタン

削除ボタン



ブラウザから ShAirDisk 本体に接続する
ブラウザを使用して ShAirDisk 本体に接続したUSBストレージへのアクセスや詳細
設定を行うことができます。
接続方法の詳細は、別紙『設定ガイド』を参照してください。

ブラウザから USB ストレージのファイルを表示する
（Explorer）

A. ブラウザでShAirDisk本体にログ
イン後、ホーム画面の［Explorer］
をクリックします。 a

c

b
d

e
B. USB ストレージをクリックする
とファイルが表示されます。

a ホーム画面に戻ります。

b １つ前の画面に戻ります。

c 上の階層に戻ります。

d
	選択中のリストやファイルを操作し
ます。
選択しているファイルを共有しま
す。
全て選択／選択解除します。

e コピーや削除するファイルを選択します。

C. ファイルを選択すると、ご使用の機器に応じた方法でファイルを再生／表示する
ことができます。

ブラウザ上でファイルをコピー／移動する 
（Explorer）

選択したファイルを、USBストレージ内で移動やコピーすることができます。

A. 「Explorer」でコピーまたは移動
したいファイルのチェックボック
スをクリックして、チェックをつ
けます。複数同時にチェックする
ことも可能です。

B. 画面右上の	 	をクリックする

とメニューが表示されます。コ
ピーする場合は［コピー］を選択
します。

C. 「Explorer」でコピー先のフォル
ダーを表示して、	 	をクリック

します。メニューから［貼り付け］
を選択します。

w 「ファイルの名前を変更する」「ファイルを削除する」
ファイルを選択後	 	をクリックして「名前の変更」や「削除」を選択してください。	

「フォルダを作成する」
新たにフォルダーを作成したい場所で	 	をクリックして「フォルダ作成」を	選
択してください。

Samba 機能を使用する
「Windows 共有」を「	ON	」にすると、Samba アクセスが利用可能になります。		
※	初期設定は「on」です。

A. ブラウザでShAirDisk本体にログ
イン後、ホーム画面の「Settings」
をクリックします。

B. 「サービス」⇒「Windows 共有」
の順にクリックします。

C. スイッチをクリックして「ON」（赤
色）にします。

D. ［適用］をクリックして設定を保
存します。

Windows から Samba でアクセスする

t ご利用のOSのバージョンによっては、表示される画面が一部異なる場合がございます。

連絡先のバックアップ
A. 「ShAirDisk	for	L1」を起動して［バッ
クアップ］をタップすると「バックアッ
プ」画面が表示されます。

B. バックアップ画面で［連絡先のバック
アップ］を選択します。

C. 携帯電話内のアドレス帳の内容が読み
込まれ、画面下部の［バックアップ］
をタップしてバックアップを開始しま
す。
バックアップされたデータはUSBス
トレージの下記の場所に「backup.
csv」と「backup.vcf」の二つのファ
イルで保存されます。

■保存場所

Backup フォルダ	
		→ Contacts	Backup フォルダ	
							→［デバイス名］フォルダ

バックアップから復元する／完全に削除する
画面右上のアイコンをタップすると、バッ
クアップした連絡先と携帯に保存された連
絡先を比較してバックアップした連絡先に
のみ存在する連絡先を表示します。
表示された連絡先に対して携帯電話に回復
させるか、バックアップから削除するかを
選択できます。

本体の設定を変更する（アプリを使用する場合）
アプリを起動してホーム画面［システム］をタップすると、ShAirDisk 本体の設定画
面が表示されます。

aa

b

c

d

e

f

h

（画面は	Android の場合）

aa
b
c
d

h

f
g

（画面は	iPhone の場合）

a 本体の下記システム設定を行います。

・Wi-Fi 設定
・LAN設定
・インターネット設定

・システム設定
（ユーザー設定／ホスト名の変更／ディスク情報／ファーム
ウェアのアップグレード）

b ゲストユーザー設定
スイッチをONにすると、「guest」アカウントでの接続が許可されます。

「guest」アカウントについて
guest アカウントでは ShAirDisk の設定は行えません。また、ShAirDisk のスト
レージへのアクセスは、自動で作成されるShare フォルダー内のみになります。

c タップしてサムネイル画像などのキャッシュデータを削除します。

d 画面表示に使用する言語を設定します。

e プライバシーポリシーを表示します。（Android のみ）

f ファームフェアおよびアプリのバージョンを表示します。

g 他のプレイヤー設定（iPhone のみ）
動画の再生などで使用する既定のアプリを設定することができます。

h アプリからログアウトします。

t 本アプリでは一部の動作設定のみ設定可能です。本製品に関わる全ての動作設定はWeb
ブラウザから行う必要があります。Webブラウザを使用した動作設定については	「本体
の設定について」	を参照してください。

A. 無線LANのSSIDを	「ShAirDisk-
xxxxxxxx」（xxxxxxxx は固有の
16 進数）に設定し、パスワード
に「88888888」を入力します。

B. エクスプローラーを表示してアド
レス入力欄に	「\\10.10.10.254」
を入力して［Enter］を押します。

C. ユーザー名とパスワードの入力画
面が表示されたら、下記の情報を
入力して［OK］を押します。		
■出荷時ログイン設定

ユーザー名 admin

パスワード 設定なし
（空欄のまま）

D. USB ストレージが表示されま
す。	通常のハードディスクやUSB
メモリーと同様に、ドラッグ＆ド
ロップ等でファイルをコピーした
り移動することが可能です。

DLNA 機能を使用する
「DLNAサービス」を「	ON	」にすると、DLNAサーバー機器として利用可能になります。		
※	初期設定は「on」です。

A. ブラウザでShAirDisk本体にログ
イン後、ホーム画面の「Settings」
をクリックします。

B. 「サービス」⇒「DLNAサービス」
の順にクリックします。

C. スイッチをクリックして「ON」（赤
色）にします。

D. ［適用］をクリックして設定を保
存します。

本体の設定について
ブラウザを使用してShAirDisk 本体の詳細設定を行うことができます。一部の動作設
定については「ShAirDisk	for	L1」アプリからも行うことができます。

admin（guest）パスワードを変更する

ご家庭内の LAN 環境以外へ設置される場合やセキュリティに不安がある環境に接続する場合は、
必ず本製品にパスワード（admin ／ guest※パスワード）を設定してご使用ください。
※ ゲスト（guest）ユーザー設定は ON の場合のみ

A. ユーザー設定画面を表示します。

アプリから
設定する場合

「ホーム画面」→「システム」→「ShAirDisk	for	L1 設定」→「シ
ステム設定」→「User	settings」の順に表示します。

ブラウザから
設定する場合

「ホーム画面」→「Settings」→「ユーザー」の順に表示します。

B. 「admin」または「guest ※」を
選択します。
※	guest ユーザー設定がONの場合、ユーザー
に「guest」が追加されます。

C. 設定画面が表示されたら、変更し
たいパスワード（5～ 32 文字の
英数字）と確認用に同じパスワー
ドを入力して、［適用］または［保
存］をクリックします。

インターネット設定を変更／確認する
インターネットへの接続ができないなど、正しくインターネットに接続することがで
きない場合は、インターネット設定を確認または変更してください。

アプリから
設定する場合

「ホーム画面」→「システム」→「ShAirDisk	for	L1 設定」→	
「インターネット設定」の順に表示します。

ブラウザから
設定する場合

「ホーム画面」→「Settings」→「ネットワーク設定」→
「インターネット」の順に表示します。

※	インターネットモードは変更できません。

本体の IP アドレスを変更する

アプリから
設定する場合

「ホーム画面」→「システム」→「ShAirDisk	for	L1 設定」→
「Wi-Fi 設定」の順に表示します。

ブラウザから
設定する場合

「ホーム画面」→「Settings」→「ネットワーク設定」→
「Wi-Fi ＆ LAN」の順に表示します。

本体の Wi-Fi 設定を変更する

アプリから
設定する場合

「ホーム画面」→「システム」→「ShAirDisk	for	L1 設定」→	
「LAN設定」の順に表示します。

ブラウザから
設定する場合

「ホーム画面」→「Settings」→「ネットワーク設定」→
「Wi-Fi ＆ LAN」の順に表示します。

時刻設定をする

A. ブラウザでShAirDisk 本体にログイン後、ホーム画面の「Settings」から「シス
テム」→「時間設定」の順に表示します。

B. 設定変更後に画面下部の［適用］をクリックします。

タイムゾーン タイムゾーンを設定します。
（初期値：Osaka）

サマータイム サマータイムを使用する場合は「on」にします。
（初期値：	off	）

自動的にインターネット
時刻サーバーと同期

NTPサーバーを使用する場合「on」に設定します。
（初期値：off）

同期間隔 NTPサーバーと同期する間隔を設定します。
（初期値：	毎日	）

日付／時間 NTPサーバーを使用しない場合、
日時を手動で設定します。

ファームウェア更新

A. 本製品のUSBポートに「50MB以上の空き容量のあるUSBストレージ」を接続
してください。

B. ShAirDisk 接続しているデバイスを使用して、弊社ホームページにアクセスして
「ファームウェアファイル」をダウンロードしてください。

C. ユーザー設定画面を表示します。

アプリから
設定する場合

1. 本製品に接続したUSBストレージのルートフォルダーに
ファームウェアファイルをコピーします。

2. 「ホーム画面」→「システム」→「ShAirDisk	for	L1 設定」
→「システム設定」→「ファームウェアのバージョンアップ」
の順に表示します。

ブラウザから
設定する場合

「ホーム画面」→「Settings」→「システム」→
「Firmware	update」の順に表示し、スマホや PCに保存した
ファームウェアファイルを指定してください。

C. 更新画面が表示されたら、［参照］をクリックしてダウンロードした更新用ファイ
ルを選択します。

D. ［適用］をクリックすると更新を開始します。

w 新しいバージョンのファームウェアをUSBストレージにコピーした後にアプリやブ
ラウザ設定を起動した場合、ログイン後すぐにアップデートの案内が表示されます。

t ファームウェアのバージョンダウンはブラウザからのみ可能です。

工場出荷時の状態に戻す（リセット設定）
本製品の設定を工場出荷時の状態に戻します。
A. ブラウザでShAirDisk 本体にログイン後、ホーム画面の「Settings」から「シス
テム」→「リセット設定」の順に表示します。

B. 「工場出荷時の設定を復元」のスイッチをクリックして「ON」（赤色）にします。
C. ［適用］をクリックして設定を保存します。

困ったときは？

 l 時々 ShAirDisk から自動的に切断されてしまいます。
	A ShAirDisk に接続中に ShAirDisk	の設定を変更すると、再起動しWiFi 接続が切断する場合が
あります。再起動中に別の無線環境に接続してしまった場合は、手動でShAirDisk	に再接続す
る必要があります。

 l USB ストレージとして USB カードリーダー等は使用できますか？
	A 全てのカードリーダーを保証するものではありませんが単一のカードリーダーは使用可能です。
複数の種類のメディアに対応したマルチカードリーダーやUSBハブ機能を搭載したカードリー
ダーは使用できません。また、対応するフォーマットおよび容量は、USBフラッシュメモリー
の制限と同じになります。

 l パスワードなどの設定を忘れてしまいました。
	A 設定の初期化 ( 工場出荷状態 ) して再度設定してください。設定の初期化は、本製品のUSB
コネクターをUSB給電機器に接続して、本体側面にある『リセットボタン』を先の細いもの
で 5秒ほど長押ししてください。

 l 既存のネットワーク上の端末から本製品に接続できません。
	A 本製品への接続は、本製品の無線 LANアクセスポイントに接続した端末からのみ接続が可能
になっております。既存のネットワーク上の端末からも接続可能なファームウェアを弊社HP
にて公開しておりますがセキュリティ強度が低くなりますので注意事項を良くお読みいただき
ご使用ください。


