
●フォーマット中は、絶対にUSB
ケーブルを抜いたりPlayStation®4
の電源を切らないでください。
故障の原因になります。
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SSD/HDDを拡張ストレージとして登録する

PlayStation®4とつなぐ

•本書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。
•本書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。
•本製品を使用したことによる結果およびその影響につきましては、いかなる理由であっても
責任を負いかねますので、ご了承ください。
•本製品に保存したデータの消失についてはいかなる運用形態にかかわらず、弊社では一切
その責任を負いません。
•重要なデータは万一に備えて必ず複数のメディアにバックアップを取っておくようにお願い
いたします。
•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。

このたびは、エレコム製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この説明書は、使用開始後も大切に保管しておいてください。

※拡張ストレージを設定することで外付けSSD/HDDにPS4®のアプリケーションを
保存することが出来ます。
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拡張ストレージ設定マニュアル

PS4®用外付けSSD/HDD

拡張ストレージ※

設定マニュアル

SSDまたはHDDをPS4®のUSB端子に接続します。
※付属のケーブルがある場合は付属ケーブルをご使用
ください。

❼「次へ」を選び、【○】ボタンを押し
ます。

❷方向キーで「設定」を選び、
【○】ボタンを押します。

❸方向キーで「周辺機器」を選び、
【○】ボタンを押します。

❹方向キーで「USBストレージ機器」
を選び、【○】ボタンを押します。

❽確認画面で「フォーマット」を選び、
【○】ボタンを押します。

❾確認画面で「はい」を選び、
【○】ボタンを押します。

10フォーマット完了画面が表示され
ればフォーマットは完了です。　
【○】ボタンを押します。

❶コントローラのPSボタンを押して
ホーム画面を表示させます。

❻「拡張ストレージとしてフォー
マットする」が表示されます。
【○】ボタンを押します。

❺登録するSSD/HDDを選び、
【○】ボタンを押します。

PS4®本体の取り扱いに関しては、PS4®本体の警告・注意事項に従ってください。
※本手順書に掲載されているメニュー画面等の画像はPS4®のものです。
※"PlayStation® "および"PS4®" は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
　その他本書に掲載されている商品名／社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。
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ELECOM STORAGE

この機器にアプリケーションをインストールするには、拡張ストレージとしてフォーマットする必要があります。

ELECOM STORAGE
ELECOM
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容量
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拡張ストレージとしてフォーマットする

ELECOM STORAGE

拡張ストレージにはアプリケーションをインストールできます。
ただし、セーブデータ、スクリーンショット、ビデオクリップは
本体ストレージにだけ保存できます。

次へ

ELECOM STORAGE

この機器を拡張ストレージとしてフォーマットします。
フォーマットすると、この機器のデータはすべて削除されます。

フォーマット

ELECOM STORAGE

はいいいえ

この機器を拡張ストレージとしてフォーマットします。
本当によろしいですか？

ELECOM STORAGE

・アプリケーションはこの拡張ストレージにインストールされます。
、で］ジーレトス［＞］定設［、はにるす更変を先ルートスンイのンョシーケリプア

オプションメニューの［アプリケーションのインストール先］を選んでください。

・拡張ストレージを取り外すときは、PSボタンを押し続けてクイックメニューを
。いさだくでん選を］るす止停を用使のジーレトス張拡のこ［、し示表

OK

この機器を拡張ストレージとしてフォーマットしました。

USBストレージ機器
ELECOM STORAGE
ELECOM
500GB使用中 /1.00TB

SSD/
HDD

※イラストはPS4®Proです。

PSボタン

これで外付けSSD/ＨＤＤをＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ4®の
拡張ストレージとしてご使用いただけます。
以降、アプリケーションはこの拡張ストレージに
インストールされます。

※ストレージ情報は接続している
SSD/HDDによって変わります。

●登録すると外付けSSD/HDDのデータはすべて消去されます。
    必要なデータは別のメディアにバックアップしてください。
●登録するとパソコン等で使用できなくなります。

●登録すると外付けSSD/HDDのデータはすべて消去されます。
    必要なデータは別のメディアにバックアップしてください。
●登録するとパソコン等で使用できなくなります。



アプリケーションを移動する 拡張ストレージを取り外す

●移動中は、絶対にUSBケーブルを抜いたりPlayStation®4の
電源を切らないでください。故障の原因になります。

❾確認画面で「OK」を選び、
【○】ボタンを押します。

❶コントローラのPSボタンを押して
ホーム画面を表示させます。

❷方向キーで「設定」を選び、
【○】ボタンを押します。

❸方向キーで「周辺機器」を選び、
【○】ボタンを押します。

❹方向キーで「USBストレージ機器」
を選び、【○】ボタンを押します。

❺取り外すUSBストレージ機器を
確認し、【○】ボタンを押します。

❻「この拡張ストレージの使用を
停止する」を選び、【○】ボタンを
押します。

❹移動させたいアプリケーションが
保存されているストレージを選び、
【○】ボタンを押します。

❶コントローラのPSボタンを押して
ホーム画面を表示させます。

❷方向キーで「設定」を選び、
【○】ボタンを押します。

❸方向キーで「ストレージ」を選び、
【○】ボタンを押します。

❼確認画面で移動させたいアプリ
ケーションにチェックを入れ、
「移動」を選び、【○】ボタンを押
します。

❽確認画面で「移動」を選び、
【○】ボタンを押します。

❺方向キーで「アプリケーション」を
選び、【○】ボタンを押します。

❻移動させたいアプリケーションを
選び、コントローラの「OPTIONS」
ボタンを押します。

❼確認画面が表示されるので、
【○】ボタンを押します。
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PlayStation Network/ アカウント管理
ネットワーク
お知らせ
ユーザー

設定

ペアレンタルコントロール
アプリケーションセーブデータ管理
ストレージ
システムソフトウェアアップデート
サウンドとスクリーン

ストレージ
本体ストレージ
1.12GB/846.5GB

拡張ストレージ
500GB/1.00TB

本体ストレージ
846.0GB

39.75MBアプリケーション

8.62MBキャプチャーギャラリー

507.9MBセーブデータ

22.42MBテーマ

845.4GB空き容量

アプリケーション
25.07MB○△の伝説

14.69MB

アプリケーション
25.07MB○△の伝説

14.69MB○△の冒険

○△の軌跡

その他

○△の冒険

○△の軌跡

拡張ストレージへ移動する

削除

並べ替え

アプリケーション
25.07MB○△の伝説

移動

拡張ストレージの空き容量
500GB

14.69MB○△の冒険

すべて選ぶ

すべて解除

アプリケーション

OKキャンセル

選んだアプリケーションを拡張ストレージに移動します。

ELECOM STORAGE

拡張ストレージの使用を停止しました。
安全に取り外せます。

ON

USB ストレージ機器
ELECOM STORAGE
ELECOM
500GB使用中 /1.00TB

ELECOM STORAGE

拡張ストレージをPS4から外す時は、［この拡張ストレージの使用を停止する］を選んでください。

ELECOM STORAGE
ELECOM
PS4
1.00TB
500GB

機種名称
メーカー

フォーマット
容量

使用容量

コンテンツを管理する

この拡張ストレージの使用を停止する

OPTIONSボタン

PSボタン PSボタン

※ストレージ情報は接続している
SSD/HDDによって変わります。

拡張ストレージを取り外す場合は
必ず下記の手順で取り外してください。
拡張ストレージを取り外す場合は

必ず下記の手順で取り外してください。
アプリケーションを移動する場合は
下記の手順を実施してください。
アプリケーションを移動する場合は
下記の手順を実施してください。


