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本製品からUSBケーブルを引き出します。

LED

USBケーブルのUSB［A］コネクタをパソ
コンのUSBポートに接続します。

製品のUSBコネクタの向きと、USBポー
トの上下方向に注意して接続してくださ
い。
USBハブやキーボードのUSBポートに
は接続しないでください。正常に動作
しないことがあります。

1

Windows® と接続して本製品を使用する

パソコンに接続する２

パソコンから取りはずす4 LEDの点滅中は本製品を取りはずさないでください。

自動的に認識されます。
ポップアップが表示されます。

2

本製品にアクセスできます。
自動再生画面が表示された場合は、動作を選択し
ます。

空の場合などは、直接デスクトップで本製
品の内容が開きます。

3

ファイルを読み書きする3
ハードディスクドライブなどと同じようにファイルの移動、コピー、削除、フォーマット（初期化）ができます。

●● 通常はフォーマット（初期化）をおこなう必要はありません。
●● Macintosh で使用する場合は、ご購入時の状態では書き込みができません。Macintosh 側でフォーマット（初期化）をおこなってください。
●● Windows® 側で、「NTFS」でフォーマットすると、Macintosh では読み込みはできますが、書き込みはできません。
●● Macintosh 側で、「OS●X●拡張（ジャーナリング）」や「OS●X●拡張（大文字／小文字を区別、ジャーナリング）」でフォーマットするとWindows®●で読み書き
できません。

パソコンを起動する1
パソコンの電源を入れます。1

Windows® 10/8.1/8 の場合

ポップアップをクリックすると、動作を選
択する画面が表示されます。

本製品の内容を表示するには、「フォルダーを開
いてファイルを表示」を選択してください。

空の場合などは、直接デスクトップで本製
品の内容が開きます。

3

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。

タスクトレイまたは通知領域
にインストール完了のメッ
セージが表示されます。

2回目以降は挿入するだけで
使用できます。

2
Windows® 7 の場合

タスクトレイまたは通知領
域にあるハードウェアの取
り外しアイコン（ 、 ）を
左クリックします。

通知領域にインジケー
ターを表示するアイコン
（ 、 、 ）が表示さ
れている場合は、クリッ
クするとハードウェア
の取り外しアイコン（ 、
）が表示されます。 本製品をパソコンのUSBポートから取りはずします。

「安全に取り外すことがことができます。」という内容の
メッセージが表示されます。

「ESD-ECの取り出し」をクリッ
クします。

本製品以外に他のUSB 機器
など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、上記の本製品の
メッセージをクリックしてく
ださい。
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ケーブル収納型 外付け SSD
ESD-ECxxx シリーズ

使用マニュアル

■本マニュアルの内容
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Windows® と接続して本製品を
使用する

1 パソコンを起動する
2 パソコンに接続する
3 ファイルを読み書きする
4 パソコンから取りはずす
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Macintosh と接続して本製品を
使用する

1 Macintosh を起動する
2 Macintosh に接続する
3 ファイルを読み書きする
4 Macintosh から取りはずす
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Windows® 10 でドライブにアクセスするには

Windows® 8.1/8 でドライブにアクセスするには

■デスクトップ画面からアクセスする場合
1左下のエクスプローラーアイコンをクリックします。

2�左側のツリーで「コンピューター」を選択します。

3�「コンピューター」が開きます。

Windows®8.1 で、ドライブにアクセスするには、次の方法で行ないます。
1�画面左隅の「スタートボタン」を右クリックし、
「エクスプローラー」をクリックします。

2��「PC」が開きます。

※●お使いのパソコンによっては画面表示内容が一部異なる場合があります。

Windows® でのドライブについて
Windows® では、「PC」（Windows®●10/8.1）または「コンピューター」（Windows®●8/7）に「ロー
カル●ディスク」が追加されます。
（カッコ内は、パソコンの最後のドライブが E: の場合の例です。）

Windows®8 で、ドライブにアクセスするには、次の方法で行ないます。
■スタート画面からアクセスする場合
1チャームを呼び出し「検索」をクリックします。

2�「アプリ」を選択して、アプリ一覧画面で、「コンピューター」を選択
します。

または
1�下から上にスワイプし、「すべてのアプリ」をクリックします。

2�アプリ一覧画面で、「コンピューター」を選択します。

3�「コンピューター」が開きます。

Windows®10 で、ドライブにアクセスするには、次の方法で行ないます。
■タブレットモードの場合
1次のA、Bいずれかの方法で、「エクスプローラー」を起動します。
A画面左下の 「エクスプローラー」アイコンをタップします。

B「すべてのアプリ」－「Windows●システムツール」－「エクスプローラー」を
タップします。

2�「PC」から本製品のローカル●ディスクを選択します。

■デスクトップモードの場合
1次のA、B、C、Ｄいずれかの方法で、「エクスプローラー」を起動します。
A「スタート」ボタンをクリックし、「エクスプローラー」をクリックします。

B「スタート」ボタンをクリックし、「Windows●システムツール」－「エクス
プローラー」をクリックします。

Cタスクトレイの 「エクスプローラー」アイコンをクリックします。

D「スタート」ボタンを右クリックし、「エクスプローラー」をクリックします。

2「PC」から本製品のローカル●ディスクを選択します。
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デスクトップにドライブアイコンが表示されます。

｢USB 外部物理ディスク・GUIDパーティション ｣
と表示されていることを確認してください。
正しく表示されていれば、フォーマットは完了です。

自動的に認識されます。
これで本製品とMacintosh の接続は完了しま
した。

｢ フォーマット ｣ で ｢OS●X 拡
張 ( ジャーナリング )｣、｢ 方
式 ｣で ｢GUIDパーティション
マップ ｣ を選択し、
ボタンをクリックします。

フォーマットが実行されます。

バックアップとして使用するかどうかのメッセー
ジが表示されます。

ボタンをクリックします。

デスクトップのメニューバーか
ら［移動］－［ユーティリティ］－
［ディスク●ユーティリティ］を
順にクリックします。
ディスク●ユーティリティが表
示されます。
［表示］メニューから［すべて
のデバイスを表示］を選択し、
｢ELECOM●ESD-EC●Media｣を
クリックして選択して、消去ボ
タン（ ）をクリックします。

2
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Macintosh と接続して本製品を使用する

Macintosh に接続する２

Macintosh から取りはずす４ LEDの点滅中は本製品を取りはずさないでください。

ファイルを読み書きする3

Macintosh を起動する1
Macintoshの電源を入れます。1

本製品をMacintosh の USBポートから
取りはずします。

2ドライブアイコンをゴミ箱（取り出し）アイコンにドラッグし、
ドライブアイコンが消えたことを確認します。

ゴミ箱アイコン（ ）が取り出しアイコン（ ）に変わります。

1

本製品が認識されない場合
本製品が認識されないときは、本製品をMacintosh
から取りはずし、再度接続してください。

本製品から USB ケーブルを引き出します。

USBケーブルのUSB［A］コネクタをMacintosh
のUSBポートに接続します。

製品のUSB コネクタの向きと、USB ポートの
上下方向に注意して接続してください。
USBハブやキーボードのUSBポートには接続しないでください。
正常に動作しないことがあります。

LED1

1

ハードディスクドライブなどと同じようにファイルの移動、コピー、削除、フォーマッ
ト（初期化）ができます。

●● Macintosh 側で、「OS●X●拡張（ジャーナリング）」や「OS●X●拡張（大文字／小文
字を区別、ジャーナリング）」でフォーマットするとWindows®●で読み書きで
きません。

●● Windows® 側で、「NTFS」でフォーマットすると、Macintosh では読み込みは
できますが、書き込みはできません。

フォーマットをおこなうと本製品のデータはすべて消去されます。必要なデータは必ずバックアップをおこなってください。

本製品を Macintosh で使用する場合は、フォーマット（初期化）をおこなう必要があります。
macOS High Sierra（10.13）で「OS X 拡張（ジャーナリング）」フォーマット、「GUID パーティションマップ」方式にフォーマットする方法を例として説明します。

ボタンをクリックします。4

Macintosh で使用する場合は、ご購入時の状態では書き込みができません。
Macintosh 側でフォーマット（初期化）をおこなってください。


