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NEXTAV WIFI DRIVEは、音楽、動画、写真、データファイルなどを iPad、

iPhone、タブレット端末、スマートフォン、ネットブックなどでワイヤレス通

信によってアクセスできます。各種モバイルデバイスの容量を気にする必要は

ありません。また、USB3.0 での通信によって、ファイル転送を高速に行えます。 

 

この製品は、持ち運びの利便性を考え、内蔵バッテリーによって動作します。

お使いの PCの USBポートに接続するだけで、データ転送と一緒に充電されま

す。また、バッテリー充電中の間はWIFIドライブとしてお使い頂けます。 

 

製品の特徴 

・WIFI接続では最大 5台同時にアクセスできます。 

・NEXTAVが提供するアプリによって、音楽、動画、写真、データファイルに

アクセスできます。（iOS、Android対応） 

・バッテリー連続稼働時間は約 5時間* 

・検索機能によって、より素早く目的のファイルを見つけてアクセスできるよ

うになります。 

・LANケーブルは RJ45 規格、ワイヤレス通信は 802.11 b/g/nに準拠しており

ます。 

・本製品に内蔵できるハードディスクは、厚さ 9.5mmまでの 2.5インチのシリ

アル ATA規格のドライブとなります。また、同様の規格の SSDもサポートし

ています。5分間アクセスのない状態が続きますと、ハードディスクがスリープ

します。 

・NTFSおよび FAT32 フォーマットに対応。 

・LAN通信によるアクセスで、Windows、MacOS、Linux、iOS、Androidな

ど異なる OS間でデータを共有できます。 

・NAS機能としては、SambaおよびWebDAVに対応しています。 

・クライアントアプリケーションは、Windows、MacOS、Linux、iOS、Android

に対応しています。 

 

*実際の連続稼働時間は使用法や設定などにより異なります。 
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外付けハードディスクとしてお使い頂くには、PCの USBポートにさすだけで

自動的にマウントされます。 

 

 

 

外付けハードディスクとしてご使用されている間は、内蔵バッテリーは充電さ

れます。 

 

有線モードでは、RJ45 ケーブル（通常の LANケーブル）をお使いのルーター

に接続するだけで自動的に IPアドレスが割り当てられ、インターネットパスス

ルー機能によってそのままインターネットに接続できます。 

 

 

ワイヤレスモードでは、無線機能を持ったルーターに本製品からのワイヤレス

接続によってインターネットパススルー機能が働きます。 
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1. 本体および付属品 

本製品は本体と付属のケーブルが含まれます。 

 

 

2. 製品仕様 

2.1. 製品寸法 

サイズ：127.7mm(L)×82mm(W)×25mm(H) 

 

2.2. スペック 

CPU：Ralink RT5350 

クロック周波数：MIPS24KEc 360MHz 

Wi-Fi：802.11 b/g/n規格、周波数：2.4GHz、速度：チャンネル幅 20MHz

で 

は 72Mbps、40MHzでは 150Mbps 

インターフェイス：100Mbps Ethernet RJ45 

USBインターフェイス：Micro USB 3.0 

バッテリー容量：3000mAh 

消費電力：3.7W(最大)、2.5W(ハードディスク回転時)、2.1W(ハードディス 

クスリープ時) 

 

2.3. 動作環境 

通常動作温度：5～35℃ 

 

 

3. 最小システム要件 

・インターネット接続環境 

・OS：Windows XP/Vista/7 

MacOS X 10.6.0 以降、Linux Fedora 12 以降 

・ブラウザ環境：Windowsでは Internet Explorer 7.0 以降、MacOSでは

Safari 3.0 以降、Linux等では FireFox 3.5以降 

・iOS 4 以降 

・Android 2.3 以降 

・ルーターまたはスイッチングハブ 
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4. 製品外観 

 

 

5. インターフェイス 

5.1. RJ45 WANポート 

 

A. ルーター機能：本製品は、ホストとして機能します。WIFIを介して 2台以

上のデバイスを接続するために DHCPによって IPアドレスが自動的に割り当

てられます。 

 

B. リピータ機能：2台以上のデバイス間でワイヤレス通信できる機能です。 

 

5.2. Micro USB 3.0 インターフェイス 

本製品ではデータ転送や内臓バッテリーの充電にMicro USB 3.0規格のケ 

ーブルによる接続で行えます。 

 

5.3. LEDパネル 

電源 LED： 

電源スイッチがオフのとき、あるいは、内蔵バッテリーが空のとき本製品 

の電源 LEDは消灯します。 
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緑色 

常時点灯：内蔵バッテリー満タン 

ゆっくり点滅：内蔵バッテリー充電中 

はやい点滅：本機がシャットダウン中 

 

赤色 

常時点灯：バッテリー容量が 30%未満 

はやい点滅：バッテリー容量が残りわずかな状態。すぐに充電する必要があり

ます。 

 

HDD LED： 

LED消灯：本機はシャットダウンしているか、内蔵バッテリーが空の状態 

 

白色 

常時点灯：すぐに使える状態、または、USB 2.0 接続の状態 

点滅時：データの読み込み、書き込み時 

 

青色 

常時点灯：すぐに使える状態、または、USB 3.0 接続時 

点滅時：データの読み込み、書き込み時 

 

WI-FI LED 

青色 

点滅時：本体起動時には点滅します。 

常時点灯：すぐに使える状態です。 

消灯時：本機の電源が切れているか、内臓バッテリーが空の状態です。 

 

インターネット LED： 

ルーターモード： 

青色：接続の状態が良好 

消灯時：接続が確立されていないとき 

 

ブリッジ接続モード： 

青色：接続の状態が良好 

消灯時：接続が確立されていないとき 
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6. 本機の組み立て方 

本製品は、ハードディスクなどの記憶デバイスは含まれておりません。2.5

インチサイズの記憶装置は、お客様自身でご用意頂く必要があります。以下

の項目で、本製品の組み立て方を解説します。 

 

1. 背面のカバーを開けます。 

2. 次ページ写真にあるラバー付きのネジを記憶装置に取り付けます。その

際、記憶装置が破損しないよう十分注意してください。 

 

 

 

3. ネジを取り付けた記憶装置を本製品の SATA コネクタ部分と合うように

角度をつけてスライドさせて取り付けます。適切な位置に記憶装置を固

定するために、次の写真を参考にネジの取り付けを行ってください。 

 

 

4. ネジの取り付けは、写真のように適切に行ってください。また、ネジを

取り付けた記憶装置は、本製品にしっかりと固定してください。 
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5. 筐体下部の溝に上部カバーの位置を合わせ、所定の位置にはめ込みます。

下の画像をご覧下さい。 

 

 

 

以上で取り付け作業は終了です。お使いのコンピュータの USBポートにつなぐ

だけで、外付けハードドライブとしてご使用になれます。 

 

 

7. クライアントソフトウェアのインストール 

ソフトウェアは 

 

http：//www.NEXTAV.ca 

 

より直接ダウンロードできます。 

 

ダウンロードにより入手したソフトウェアは、お使いのコンピュータ等に必

要なだけコピーしてお使い頂けます。本ソフトウェアを使用すると、簡単に

本製品をお使いのネットワーク環境の中から検索することができます。 

 

1. NEXTAV WIFI DRIVEの実行ファイルをお使いのコンピュータにコ

ピーしてください。 

2. コピーが完了した後、NEXTAV WIFI DRIVEのアイコンをダブルク

リックして、ユーティリティソフトウェアを起動しましょう。 

 

 

  

http://www.nextav.ca/
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8. お使いの PCでの操作 

8.1. PCへのワイヤレス接続 

本製品の電源ボタンを押します。ワイヤレス LEDランプが点灯状態にな

るまでしばらく待ちます。お使いの PCのWi-Fi機能をオンにし、ワイ

ヤレスネットワーク接続を開きます。本機の初期設定では、SSID が

NEXTAV-XXXXとなっており、これを選択し、初期設定のパスワード

「11111111」を入力してください。正常に接続されたら、ユーティリテ

ィソフトウェアによって設定を行うことができます。 

 

8.2. PCクライアントログインユーティリティ 

NEXTAV WIFI DRIVEのアイコンをダブルクリックすると、次のような

デバイス検索画面が表示されます。 

 

 

 

ネットワークで接続されたデバイスのリストに本製品が見つからな

い場合は、デバイスのリストを更新するために「Refresh」ボタン

をクリックしてください。リストに表示された本製品を選択してか

ら、「Log in」ボタンをクリックすると、ウェブ上での設定画面が立

ち上がります。初期設定のユーザー名である「admin」を入力し、

ユーザーパスワードは空白にしておきます。そして、「ログイン」ボ

タンをクリックしてください。 

 

「My Storage」ボタンをクリックすると、ユーザーネームおよびパ

スワードが要求されます。一度ログインすると、自動的にお使いの

PCのデスクトップ上に無線LANドライブとしてマウントされます。 
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8.3. 設定 

ウェブ上の設定画面より、本製品の様々な設定を行うことができます。 

 

1. 初回の起動では、下図のような設定ウィザードが自動的に立ち上

がります。このウィザードを使わない場合は、ウィザード画面右

上の☓をクリックしてください。その場合、本製品は工場出荷時

の設定のままになります。 

 

 

2. Nextボタンを押すと、次ページのような画面に移ります。初期

設定では、Wired Accessが選択されています。 

 

 

ここでは 2つのモードが選択可能です。 

A. Wireless Access 

お手持ちのワイアレスデバイスを本製品に接続しつつ、イン

ターネットアクセスも利用できます。 

B. Wired Access 

お使いのルーターに本製品を LANケーブルで接続して利用

します。 
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Wireless Accessを選択した場合 

1. SSID ： SSIDを入力、または、Rescanボタンをクリッ

クし、接続可能なワイヤレスネットワーク接続を自動的に

検索します。 

2. パスワード ： ワイアレスネットワークに接続するための

パスワードを設定します。 

3. IP アドレス ： DHCPによる自動割り当てか、手動でお

好みの IPアドレスを設定します。 

 

 

Wired Accessを選択した場合 

このモードを選択した場合は、初期設定で IPアドレスが

自動的に割り振られるような設定になっています。静的な

IPの設定を行う場合は、画面の緑の矢印をクリックする

ことで変更できます。画面右上の☓ボタンを押すことで、

設定を破棄すると同時に画面が閉じられます。 

 

3. Nextボタンを押すと、次ページのような画面に移ります。 
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・SSID ： 最大 32文字までの文字と数字だけの組み合わせを入

力します。 

・Channel ： 初期設定では autoに設定されています。チャン

ネル数は 14個の中から選択可能です。 

・Modes ： 初期設定では、11b/g/nに設定されています。手動

設定にて、11Mbps(802.11b)、54Mbps(802.11g)、

150Mbps(802.11n)等の設定に変更できます。 

・Security ： 初期設定では、WPA/WPA2-PSKに設定されてい

ます。WPA-PSKおよびWPA2-PSKの両方に対応します。 

・Password ： 初期設定のパスワードは 11111111です。 

・IP Address ： 初期設定の IPアドレスは、10.10.10.254 に設

定されており、サブネットマスクは、255.255.255.0 です。お使

いの環境に合わせて適切に設定してください。 

 

4. Nextボタンをクリックします。ここでは、管理者パスワードの

設定を行います。パスワードを変更したら Nextボタンを押して

次のステップへ進んでください。Skipボタンを押すと、パスワ

ードは変更されずに初期設定のままになります。 

 
 

5. Finishボタンをクリックすると、設定は完了です。 
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設定が完了すると、自動的にシステムが再起動されます。次のようなメッセー

ジが表示されます。この作業は数分間かかります。 

 

 

 

セットアップウィザードはいつでもキャンセルできます。画面右上の☓ボタン

をクリックすると、次のようなダイアログが表示されます。 
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9. 各種モバイル機器での利用について 

9.1. iOSクライアントアプリケーション 

http：//www.NEXTAV.ca よりダウンロードできます。 

1. App Storeのアイコンをタップします。NEXTAV WIFI DRIVEのア

プリを検索し、画面の指示に従ってインストールします。 

 

2. インストールが完了すると、次の画像のようなアイコンが表示されま

す。 

 

  

http://www.nextav.ca/
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9.2. iPhone/iPadによる接続 

1. 本機の電源を入れ、青色のWi-Fi LEDライトが常時点灯状態に

なるまで待ちます。 

 

2. iOS上の「設定」アイコンをクリックします。 

 

3. Wi-Fi の設定画面を選択します。SSIDのリストに

NEXTAV-XXXX(XXXXは本機のMACアドレス下 4桁)が表示さ

れますので、それを選択しパスワード(11111111)を入力し、接続

します。 
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接続プロセスが完了すると、SSIDリストの左にチェックのマー

クが表示されます。 

 

9.3. iOSでのログイン 

1. 次のアイコンをタップします。 

 

 

2. ユーザー名とパスワードを入力します。（初回ログイン時のみ） 

 
 

3. 正常にログインされると、「My WiDisk」という名前で本機の記

憶領域が自動的にマウントされます。 
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9.4. Androidクライアントアプリケーション 

1. Play ストアよりNEXTAV WIFI Driveを検索し、画面の指示に

従ってインストールします。 

 

2. インストールが完了すると、次のようなアイコンが画面上に表示

されます。 
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9.5. Androidデバイスによる接続 

1. 本機の電源を入れ、青色のWi-Fi LEDライトが常時点灯状態に

なるまで待ちます。 

 

2. Android OS上の「設定」アイコンをクリックします。 

 

3. Wi-Fiの設定画面を選択します。SSIDのリストに

NEXTAV-XXXX(XXXXは本機のMACアドレス下 4桁)が表示され

ますので、 
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それを選択しパスワード(11111111)を入力し、接続します。 

 

9.6. Androidでのログイン 

1. 次のアイコンをタップします。 

 

 

2. ユーザー名とパスワードを入力します。（初回ログイン時のみ）
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3. 正常にログインされると、「My WiDisk」という名前で本機の記

憶領域が自動的にマウントされます。 

 

 

 

10.  基本機能 

10.1. iOSクライアントアプリケーション 

本製品と正常に接続できる状態になると、My WiDiskがご利用できます。

My WiDiskを使って、本製品とお手持ちのモバイル機器とが通信できま

す。My Deviceメイン画面‐初期設定では、ドキュメントフォルダ、ミ

ュージックフォルダ、フォトフォルダ、ビデオフォルダ、iPad(iPhone)

フォルダーがあります。 

 

My WiDiskメイン画面‐現在マウントされているボリュームが表示され

ます。 

 

ホームボタン‐メイン画面に飛びます。 

ビューボタン‐サムネイル表示に切り替えます。 

設定ボタン‐本機の設定が行えます。 

戻るボタン‐ひとつ前の画面に戻ります。 

ファイルマネージャボタン‐ファイル共有、コピー、消去、ダウン

ロード、アップロードなどのファイル管理ができます。 
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ファイル検索‐ファイル名や拡張子などから検索できます。 

 

My WiDisk‐本機の記憶領域にアクセスします。 

 

My Device‐お使いの端末のローカル記憶領域として使

えます。 

 

その他のボタン‐本機について、現在の画面、ファイル転送、ログアウ

ト、終了などのボタンがあります。 

 

10.2. Androidクライアントアプリケーション 

本製品と正常に接続できる状態になると、My WiDiskがご利用できます。

My WiDiskを使って、本製品とお手持ちのモバイル機器とが通信できま

す。 

 

 

My Deviceメイン画面‐初期設定では、ドキュメントフォルダ、ミュー

ジックフォルダ、フォトフォルダ、ビデオフォルダ、SDカードフォルダ

ーがあります。 
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My WiDiskメイン画面‐現在マウントされているボリュームが表示され

ます。 

 

 

ホームボタン‐メイン画面に飛びます。 

ビューボタン‐サムネイル表示に切り替えます。 

設定ボタン‐本機の設定が行えます。 

戻るボタン‐ひとつ前の画面に戻ります。 

ファイルマネージャボタン‐ファイル共有、コピー、消去、ダウン

ロード、アップロードなどのファイル管理ができます。 

 

ファイル検索‐ファイル名や拡張子などから検索できます。 

 

My WiDisk‐本機の記憶領域にアクセスします。 

 

My Device‐お使いの端末のローカル記憶領域として使

えます。 

 

その他のボタン‐本機について、現在の画面、ファイル転送、ログアウ

ト、終了などのボタンがあります。 
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10.3. 音楽の再生(iOS、Android) 

快適に音楽をお楽しみいただくために、本機に専用のフォルダを作成し、

音楽ファイルをコピーしてお使い頂くことを推奨しています。 

 

再生する音楽ファイルは、My WiDisk、My Deviceのどちらに置いても

構いません。 

 

音楽ファイルの再生は、 

 

ファイル名をタップするだけです。 

 

ご注意 ： 各種音楽ファイルの対応状況につきましては、再生される機

器のマニュアルをご覧ください。 

 

‐このボタンをタップすると、最初から再生します。2回タップすると、

一つ前の曲の最初から再生されます。 

 

‐次の曲に進みます。 

‐再生ボタンです。 ‐もう一度タップすると、一時停止されます。 

‐ミュージックプレイヤーを終了します。 

 

a ‐現在再生している曲のみ再生されます。 

b ‐現在再生している曲をリピート再生します。 ボタンで一時停

止できます。 

c ‐シャッフル再生 
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d ‐順番に再生されます。 

e ‐全体をリピートします。 ボタンで一時停止できます。 

 

Tip ： 進行ボタンをスライドすることで、任意の場所から再生できます。 

 

ご注意 ： ミュージックプレイヤーのインターフェイスを終了し、バッ

クグラウンドで再生することもできます。 

 

10.4. ビデオ、映画の再生(iOSについて) 

快適に動画をお楽しみいただくために、本機に専用のフォルダを作成し、

動画ファイルをコピーしてお使い頂くことを推奨しています。 

 

再生する動画ファイルは、My WiDisk、My Deviceのどちらに置いても

構いません。 

 

各種動画ファイルの再生は、ファイル名をタップするだけです。 

 

 

 

ご注意 ： 各種動画ファイルの対応状況につきましては、再生される機

器のマニュアルをご覧ください。 
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初期設定では、動画再生は横長の画面になっています。各種モードの切

り替えは、以下をご覧ください。 

 

1. ‐再生中の動画を終了して、ムービープレイヤーインターフェイ

スを終了します。 

2. ‐再生画面の大きさを自動的に適切な大きさに調整します。 

3. ‐再生ボタンをスライドさせることで、お好みのシーンから

再生できます。 

4. ‐ボリューム調整ができます。 

5. ‐巻き戻しボタンです。 

6. ‐早送りボタンです。 

7. ‐再生ボタンです。 

8. ‐もう一度タップすると、一時停止されます。 

 

10.5. ビデオ、映画の再生(Androidについて) 

快適に動画をお楽しみいただくために、本機に専用のフォルダを作成し、

動画ファイルをコピーしてお使い頂くことを推奨しています。 

 

再生する動画ファイルは、My WiDisk、My Deviceのどちらに置いても

構いません。 
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各種動画ファイルの再生は、ファイル名をタップするだけです。 

 

 

 

ご注意 ： 動画再生の環境は、お使いのモバイル機器によって変わりま

す。各種モバイル機器のマニュアルをご覧ください。 

 

10.6. 写真を見る(iOSについて) 

快適に写真の鑑賞をお楽しみいただくために、本機に専用のフォルダを

作成し、各種画像ファイルをコピーしてお使い頂くことを推奨していま

す。 

 

ご注意 ： 本機は、jpg、tiff、gif、bmpなどの画像形式に対応していま

す。 

 

本機対応の画像形式のファイルは、クライアントアプリケーションでサ

ムネイル表示、アイコンによるリスト表示が可能です。 

 

 

      サムネイル表示       リスト表示 
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各種画像ファイルの再生は、ファイル名をタップするだけで表示されま

す。スワイプによって画像を切り替えられます。また、 ボタンによっ

て、自動的にスライドショーが開始されます。 

 

 

 

スライドショー機能は以下の通りです。 

 

・ ボタンでスライドショーの一時停止。 

・ ボタンは、スライドショーのリプレイおよびリスタート。 

・ スライドショーを 1度だけ行い、最後の画像で止まります。 

・ ひとつ前の画像に戻ります。 

・ 写真をメールで転送したり、お使いの機器のフォトアルバムに追加

したり、Facebookなどに投稿できます。この機能を使用するには、イン

ターネット接続環境が必要です。 

・ スライドショー中にバックグラウンドで音楽の再生ができます。 
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・停止 / 続きボタン‐バックグラウンドで再生している音楽を停止・再

生します。 

・選択ボタン‐お好みの音楽ファイルを探して再生します。Doneボタン

をタップすると、バックグラウンドで音楽を再生しながらのスライドシ

ョーが開始されます。 

 

 

 

・リピートボタン‐バックグラウンド再生の音楽は、リピート再生され

ます。オプション設定により、この設定をオフにすることができます。 
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10.7. 写真を見る(Android) 

快適に写真の鑑賞をお楽しみいただくために、本機に専用のフォルダを

作成し、各種画像ファイルをコピーしてお使い頂くことを推奨していま

す。 

 

ご注意 ： 本機は、jpg、tiff、gif、bmpなどの画像形式に対応していま

す。 

 

本機対応の画像形式のファイルは、クライアントアプリケーションでサ

ムネイル表示、アイコンによるリスト表示が可能です。 

 

  

      サムネイル表示       リスト表示 

 

 

各種画像ファイルの再生は、ファイル名をタップするだけで表示されま

す。スワイプによって画像を切り替えられます。また、 ボタンによっ

て、自動的にスライドショーが開始されます。 
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スライドショー機能は以下の通りです。 

 

・ ボタンでスライドショーの一時停止。 

・ ボタンは、スライドショーのリプレイおよびリスタート。 

・ スライドショーを 1度だけ行い、最後の画像で止まります。 

・ ひとつ前の画像に戻ります。 

・ 写真をメールで転送したり、お使いの機器のフォトアルバムに追加

したり、Facebookなどに投稿できます。この機能を使用するには、イン

ターネット接続環境が必要です。 

・ スライドショー中にバックグラウンドで音楽の再生ができます。 
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10.8. 写真の共有(iOSについて) 

メール、モバイル機器のフォトアルバム、Facebookなどを使って、家族

や友達同士で写真を共有できます。 

 

ご注意 ： 上記の機能をご使用になるには、インターネット接続環境お

よび、各種ソーシャルメディアのアカウントが必要です。 

 

 

 

・ ボタンをタップすると、画面右上に 3つのメニューが表示され、共

有する方法を選択します。 ボタンをタップすると、ひとつ前の画面に

戻ります。 

 

1 ： メールボタン‐このボタンをタップすると、自動的にメーラーが起

動します。 
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2 ： 写真の追加‐このボタンをタップすると、お使いのモバイル機器の

フォトアルバムに画像が保存されます。 

 

3 ： Facebookへアップロード‐このボタンをタップすると、直接

Facebookのログイン画面に飛びます。お使いのモバイル機器にFacebook

のアプリがインストールされている必要があります。この機能を使うに

は、Facebookにログインするためのアカウントも必要です。 

 

10.9. 写真の共有(Android) 

Android機器では、インストールされているアプリを使って、写真の共

有が可能です。 

 

ご注意 ： 上記の機能をご使用になるには、インターネット接続環境お

よび、各種ソーシャルメディアのアカウントが必要です。 

 

 

 

ボタンをタップすると、ひとつ前の画面に戻ります。 ボタンをタ

ップすると、画面右上に 2つのメニューが表示され、共有する方法を選

択します。 
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1) 共有ボタン‐このボタンをタップすると、写真を共有するためのアプ

リの一覧が表示されます。 

 

 

 

2) 写真の保存‐このボタンをタップすると、お使いのモバイル機器のフ

ォトギャラリーに画像が保存されます。 

 

 

10.10. 各種ファイルのオープン(iOS) 

Keynote、numbers、page、Excel、Word、pdf、テキストファイル等を

サポートしています。 

 

 

 

これらのファイルを開くには、ファイルをタップしてください。 

ボタンをタップすると、ひとつ前の画面に戻ります。 ボタンをタ

ップすると、メール機能を使ってファイルを転送できます。 
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ご注意 ： 上記の機能をご使用になるには、インターネット接続環境が

必要です。このボタンをタップすると、お使いのメーラーが自動的に起

動します。 

 

メールが正常に送信されると、画面の左下にメールを送信した旨のメッ

セージが表示されます。 

 
 

メール送信をキャンセルした場合は、取り消しした旨のメッセージが画

面左下に表示されます。 
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10.11. 各種ファイルのオープン(Android) 

各種ドキュメント類のファイルを開くには、ファイル名やアイコンをタ

ップしてください。ファイル形式にあったアプリが自動的に起動し、フ

ァイルを開くことができます。 

 

 

ご注意 ： 上記の機能をご使用になるには、インターネット接続環境が

必要です。メール等の機能をお使いになる際には、お手持ちのモバイル

機器のマニュアルをご覧ください。 

 

各種ドキュメント類を添付したいときには、画面右上のボタンをタップ

してください。お手持ちのモバイル機器にインストールされているアプ

リの一覧が表示されます。 
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10.12. コピー、消去、ダウンロード、アップロード機能(iOS & Android) 

ボタンをタップすると、ファイルのコピー、消去、ダウンロード、ア

ップロードなどが実行できます。Doneボタンをタップすると、元のメニ

ュー表示に戻ります。 

 

iOSでの画面表示       Androidでの画面表示 

 

画面下部にあるいくつかの機能を紹介します。 

このボタンをタップすると、アイコンの文字が青文字に変わり、す

べてのファイルが選択されます。 

このボタンをタップすると、選択が解除されます。 

 

Tip ： ファイルを単体または複数選択しているとき、サムネイルを長押

しし、そのままドラッグすることができます。 ボタンにドラッグす

れば、ダウンロードが、 ボタンにドラッグすればアップロードが、

ボタンにドラッグすれば消去が実行されます。 
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‐My WiDiskからローカル領域（My Device）にファイルを転送し

ます。 

‐My DeviceからMy WiDiskなどのネットワークストレージ領域に

ファイルを転送します。 

‐転送中のファイルのステータスが見られます。また、転送が正常に

完了したかどうかリスト表示されます。 

‐選択されたファイルを消去します。 

 

 

10.13. My Deviceへのファイル転送、コピー(iOS & Android) 

本製品が正常に接続できているとき、本製品のネットワークストレージ

から、お使いのモバイル機器のローカル領域にファイルを転送・コピー

ができます。 

 

1. をタップします。 

2. 転送・コピーを実行したいファイルの選択を行います。次ページのス

クリーンショットのように、 ボタンですべてのファイルを選択し

た状態でも実行できます。 
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3. ボタンをタップします。 

4. ファイルが転送・コピーされます。 

 

 

 

・ファイルを転送・コピーした際、自動的に新しいフォルダが作られる

ことがあります。手動で新しいフォルダを作成するには、Create Folder

ボタンをタップします。画面の指示に従い、新しいフォルダ名を入力し

ます。Doneをタップすると作成完了です。フォルダ名は、半角で 2文字

～26文字までの長さで設定可能です。Cancelボタンをタップすると、フ

ォルダ作成作業を中断できます。 
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5. Confirmボタンをタップすると、転送・コピー作業のステータスが確

認できます。 

 

 

ご注意 ： 転送・コピーが正常に終了したファイルのステータス記録

については、最近のものが表示されます。Clearボタンをタップする

ことで、履歴を消去することができます。 

6. ボタンをタップすると、元の画面に戻ります。 

 

10.14.  My WiDiskへのファイル転送、コピー(iOS & Android) 

ご注意 ： この作業をするにあたって、My Deviceボタンをタップして

ください。 

1. をタップします。 

2. 転送・コピーを実行したいファイルの選択を行います。次ページのス

クリーンショットのように、 ボタンですべてのファイルを選択し

た状態でも実行できます。 
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3. ボタンをタップします。 

4. ファイルが転送・コピーされます。 

 

・ファイルを転送・コピーした際、自動的に新しいフォルダが作られる

ことがあります。手動で新しいフォルダを作成するには、Create Folder

ボタンをタップします。画面の指示に従い、新しいフォルダ名を入力し

ます。Doneをタップすると作成完了です。フォルダ名は、半角で 2文字

～26文字までの長さで設定可能です。Cancelボタンをタップすると、フ

ォルダ作成作業を中断できます。 

 

 
 

5. Selectボタンをタップすると、上のスクリーンショットのように転

送・コピーが開始されます。 

6. ボタンをタップすると、元の画面に戻ります。 
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10.15. ファイルの消去(iOS & Android) 

My DeviceやMy WiDiskにおいて、ファイルの消去は簡単に実行できま

す。 

 

1. ボタンをタップします。 

2. 消去したいファイルを選択します。 ボタンですべてのファイルを

選択した状態でも実行できます。 

3. ボタンをタップすると、消去が実行されます。その際、確認のメ

ッセージダイアログが表示されます。 

 

 

 

 

10.16. ファイルのアップロード・ダウンロード履歴とテータス表示 

ボタンをタップすると、ダウンロード・アップロードの履歴が見られ

ます。また、転送中、転送完了のファイルの様子も確認できます。メイ

ン画面の ボタンからも、転送ステータスを確認することができます。 
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10.17. クライアントアプリケーションの終了(iOS) 

iPhoneや iPadでクライアントアプリケーションを終了するには、Home

ボタンを押してください。 

 

クライアントアプリケーションをリセットするには、Homeボタンを 2

回押してください。お使いのデバイスの下部に表示「-」がついたアイコ

ンをタップすると、リセットが実行できます。 

 

 
 

10.18. クライアントアプリケーションの終了(Android) 

メイン画面の ボタンから、クライアントアプリケーションを終了できま

す。その際、終了しますか？という旨のダイアログが表示されるので、「は

い」を選択すれば終了、「いいえ」を選択すればキャンセルとなります。 

 

10.19. クライアントアプリケーションのアンインストール(iOS) 

クライアントアプリケーションのアンインストールは、NEXTAV WIFI 

Driveのアイコンを長押しします。 
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アイコンの左上に☓が表示されるので、☓をタップするとアンインスト

ール処理が実行されます。 

 

  

 

 

10.20. クライアントアプリケーションのアンインストール(Android) 

クライアントアプリケーションのアンインストール方法は以下の手順と

なります。 

 

ご注意 ： アンインストール方法は、お使いの OSのバージョン、機器の

種類によって異なります。詳しくは、お使いの機器のマニュアルをご覧

ください。 

 

1. 「設定」ボタンをタップします。 

2. アプリケーションマネージャーを開きます。 

3. リストの中にある NEXTAV WIFI Drive.appを選択します。 

4. アンインストールボタンをタップします。 

5. 確認のダイアログが表示されるので、「はい」を押すとアンインスト

ールが実行されます。「いいえ」を押すと、キャンセルされます。 
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11.  ウェブ管理機能 

NEXTAVが提供するウェブ管理画面は、本製品をより快適に、そして簡

単に使いこなすためのユーザーインターフェイスです。 

 

ウェブブラウザを利用するため、お使いの PC等に新たにソフトウェアを

インストールする必要はありません。クライアントアプリケーションの

Log inボタンまたはお使いのブラウザから 10.10.10.254にアクセスする

と管理画面にログインできます。 

 

 

 

パスワードを変更します。 

本製品に組み込んだ記憶装置の情報を確認できます。 

ホスト名、Wi-Fi、LAN、DHCPなどの各種ネットワーク設定

を行います。 

Samba を有効・無効に設定します。 

電源の管理をします。 

タイムゾーン、バックアップセッティング、ファームウェア

のアップグレード、工場出荷時の設定に戻す、などの設定を行います。 

基本設定ウィザードが表示されます。 
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11.1. エクスプローラ機能 

ウェブインターフェイス上で、ファイルのアップロード、消去、新しい

フォルダの作成などのファイル管理ができます。 

 

Windowsのエクスプローラ風のインターフェイスになっており、とても

使いやすくなっています。 

 

リフレッシュボタン‐画面を更新します。 

アップロードボタン‐指定したフォルダへ、ファイルのアップロー

ドを実行します。 

フォルダの新規作成ボタン‐フォルダ名は最大半角26文字までの制

限があります。 

コピーボタン‐ネットワークストレージ内のフォルダへ、ファイルの

コピーやペーストが実行できます。 

移動ボタン‐ファイルの移動を行います。 

ダウンロードボタン‐お使いの PCでサポートされている形式のフ

ァイルは自動的に開かれます。それ以外のファイルは、ダウンロードフ

ォルダにダウンロードされます。 

消去ボタン‐ファイルの消去を実行します。 

ファイル名変更ボタン‐任意のファイル名に変更できます。 
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11.2. コンテキストメニュー 

1. ファイルを右クリックするとコンテキストメニューが表示されます。コピー、 

カット、消去、名前の変更、ダウンロードなどのメニューが選択できます。 

 

2. フォルダを右クリックすると、開く、コピー、カット、消去、名前の変更な 

どのメニューが表示されます。 

 

 

3. 複数のファイルを選択した状態で右クリックすると、コピー、カット、消去 

といった操作ができます。 

 

 

4. フォルダ内の適当な場所を右クリックすると、ペースト、新しいフォルダの 

作成、アップロードなどのメニューが表示されます。 

 

・開く‐ファイルやフォルダを開きます。 

・コピー‐フォルダ等のコピーを実行したり、他の階層のフォルダへフ

ァイルのコピーを実行します。 

・カット‐フォルダ等のカットを実行します。他の階層のフォルダ上で

ペーストコマンドを実行することで、他の階層フォルダへファイルを移

動できます。 

・ペースト‐コピーやカットコマンドを実行した際に、その内容をはり

つけることができます。 

・消去‐ファイルやフォルダを消去します。 

・新規作成‐新しいフォルダの作成を行います。その際、フォルダ名を

入力し、「保存」を押します。 
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・名前の変更‐ファイルやフォルダの名前を変更します。新しい名前を

入力したあと、「保存」を押します。 

・アップロード‐カレントフォルダにファイルのアップロードを行いま

す。 

・ダウンロード‐お使いの PCでサポートされている形式のファイルは自

動的に開かれます。それ以外のファイルは、ダウンロードフォルダにダ

ウンロードされます。 

 

 

11.3. キーボードショートカット 

ウェブインターフェイス上で使えるキーボードショートカットを紹介し

ます。 

 

Tab Key, Enter Key, Home Key, PGUP, PGDN,, End Key, Up Arrow, 

Down Arrow, Left, Arrow Right Arrow, and Delete Key 

などのキーが利用できます。 

 

また、 

Windows – Ctrl + C = コピー、Ctrl+V = ペースト 

Mac – Command + C = コピー、Command + V = ペースト 

などのショートカットも利用できます。 

 

 

11.4. ドラッグ&ドロップ 

ウェブインターフェイス内でのフォルダ階層の中で、ファイルやフォル

ダのドラッグ&ドロップによる操作が可能です。 
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11.5. 情報 

本機のハードウェアの状態、ネットワーク環境、ストレージのステータ

スなどの情報を見ることができます。 

 

11.5.1. デバイス情報 

デバイス情報では、ホスト名、本機のシリアル番号、製品番号、モデル

番号、CPU稼働率などを確認できます。 

 

 

 

11.5.2. ストレージ情報 

内蔵している記憶装置の残り容量を確認できます。 

 

 

 

11.5.3. ネットワーク情報 

現在のネットワーク状態を確認できます。Wi-Fiの SSIDや IPアドレス

を確認できます。 

 

 

 



49 

 

11.6. 設定 

11.6.1. 管理ユーザー  

管理ユーザーのパスワードを変更できます。パスワードは、5文字～32

文字の間で設定してください。「保存」ボタンを押すと、変更内容が保存

されます。 

 

11.6.2. ディスク  

本製品に組み込んだ記憶装置の情報を確認できます。 

 

詳細な情報として、ファームウェアバージョン、シリアル番号、ディス

ク容量、動作温度などの情報が確認できます。 

 

 

 

ボリュームの項目では、各ボリュームのファイルシステムや、空き容量

などが確認できます。 

 

 

画面右上の☓を押すことにより、前のメニューに戻ります。 
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11.7. ネットワーク設定 

11.7.1. ホスト名 

ホスト名とは、ネットワークに接続されたコンピュータを識別しやすい

ようにつける名前のことです。ホスト名は、お使いの環境に合わせて自

由に設定することができます。ホスト名は、2文字～8文字の間で設定で

きます。 

 

 

 

「保存」ボタンを押すと、変更内容が保存されます。 

画面右上の☓ボタンを押すと、キャンセルされます。 

 

11.7.2. Wi-Fi & LAN 

Wi-Fiおよび LANの設定ができます。 

 

 

 

1. SSID ： 数字とアルファベットの組み合わせで表現した最大 32文字

までの SSID を設定できます。 

2. Channel ： 初期設定では、「自動」になっています。14チャンネル

から選択することができます。 

3. Modes ： 初期設定では、「11b/h/n」になっています。手動設定にて、

11Mbps(802.11b)、54Mbps(802.11g)、150Mbps(802.11n)等の設定に

変更できます。 
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4. Security ： 初期設定では、WPA/WPA2-PSK に設定されています。

WPA-PSKおよびWPA2-PSKの両方に対応します。 

5. Password ： 初期設定のパスワードは 11111111です。 

6. IP Address ： 初期設定の IPアドレスは、10.10.10.254 に設定され

ており、サブネットマスクは、255.255.255.0 です。お使いの環境に

合わせて適切に設定してください。 

 

「保存」ボタンを押すと、変更内容が保存されます。 

画面右上の☓ボタンを押すと、キャンセルされます。 

 

 

11.7.3. DHCPサーバ 

DHCPとは、Dynamic Host Configuration Protocol の略で、インターネ

ットなどのネットワークに一時的に接続するコンピュータに、IPアドレ

スなど必要な情報を自動的に割り当てるプロトコルのことです。ネット

ワーク設定を手動で行う必要がなく、簡単に接続できます。必要に応じ

て、手動設定もできます。 

 

「保存」ボタンを押すと、変更内容が保存されます。 

画面右上の☓ボタンを押すと、キャンセルされます。 

 

 

 

クライアントリストボタンを押すと、ネットワーク上で認識されている

コンピュータがリスト表示されます。 
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11.7.4. インターネット設定 

インターネット設定では、2つのモードが選択できます。 

 

A. Wireless Access 

お手持ちのワイアレスデバイスを本製品に接続しつつ、インターネッ

トアクセスも利用できます。 

 

B. Wired Access 

お使いのルーターに本製品を LANケーブルで接続して利用します。 

 

 

Wireless Accessを選択した場合 

1. SSID ： SSIDを入力、または、Rescanボタンをクリックし、接

続可能なワイヤレスネットワーク接続を自動的に検索します。 

2. パスワード ： ワイヤレスネットワークに接続するためのパスワ

ードを設定します。 

3. IP アドレス ： DHCPによる自動割り当てか、手動でお好みの

IPアドレスを設定します。 

a. DHCPを選択されている場合、自動的に IPアドレスが割り振

られインターネットに接続されます。 

b. IPが手動設定の場合は、固定された IPのままインターネット

に接続されます。 

 

Wired Accessを選択した場合 

このモードを選択した場合は、初期設定で IPアドレスが自動的に割

り振られるような設定になっています。静的な IPの設定を行う場合

は、画面の緑の矢印をクリックすることで変更できます。 
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11.8. ネットワークサービス 

Sambaなどのネットワークサービスのオン/オフが可能です。 

 

11.8.1. Windowsネットワーク共有サービス 

Windowsのネットワーク共有サービスを有効にします。 

 

初期設定では有効になっています。 

 

 

 

11.8.2. 電源設定 

本体の電源ボタン、リセットボタン以外にもこの画面から再起動が行え

ます。ラジオボタンをクリックし、「保存」ボタンを押すと、本機が再起

動されます。 

 

 

 

11.9. システム設定 

11.9.1. タイムゾーンの設定 

緑の矢印を押すと、タイムゾーンの設定が行えるプルダウンメニューが

表示されます。また「タイムサーバーと自動的に同期する」をオンにす

ると、インターネット接続時にタイムサーバーと同期を行い自動的に修

正されます。 
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同期のタイミングは、初期設定では「毎日」に設定されています。2日お

き～7日おきまで設定できます。「タイムサーバーと自動的に同期する」

をオフにし、Applying PC time ボタンを押すと、お使いの PCのタイム

ゾーンと同期され、本機の時刻などが修正されます。 

画面右上の☓ボタンを押すと、設定がキャンセルできます。 

 

11.9.2. バックアップ設定 

ウェブ管理画面で設定をバックアップできます。システムバックアップ

の作成の「保存」ボタンを押すと、バックアップファイルが生成され、

お使いのブラウザからファイルのダウンロードができます。保存される

ファイルの拡張子は、「.bin.gz」です。 

 

 

また、バックアップファイルの復元の「保存」ボタンを押すと、バック

アップファイルを本機に読み込み設定が復元されます。 

 

バックアップファイルを復元すると、本機は自動的に再起動されます。 
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11.9.3. ファームウェアアップグレード 

ファームウェアのアップグレード手順は以下のように実施します。 

 

1. お使いの PCに最新のファームウェアをダウンロードします。 

2. 「アップグレード」ボタンを押し、お使いの PCに保存されている最

新のファームウェアファイルを選択します。 

 

 

3. 保存ボタンを押すと、ファームウェアのアップグレードが開始されま

す。 

 

 

4. ファームウェアのアップグレードが完了すると、本機は自動的に再起

動されます。 
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11.9.4. 工場出荷時設定に戻す 

「Restore to Factory Default Settings」のラジオボタンをクリックし、

「保存」ボタンを押すと以下のようなメッセージが表示され、本機は自

動的に再起動されます。そして、すべての設定はリセットされます。 

 

 

 

 

ご注意 ： お客様自身で設定された SSIDやパスワード等もリセットさ

れます。 

 

 

11.9.5. 設定について 

ホスト名、製品のシリアル番号、製品モデル番号、MACアドレス、CPU、

メモリなどの情報が表示されます。 

 

 

12.  ヘルプ 

ヘルプアイコンから基本動作の解説や、本製品に関する設定を見ること

ができます。 

 

 

13.  保証について 

本製品の保証期間はご購入より 1年間です。保証に関するご案内は、本

製品のウェブサイト http://tstcl.jp/si/nextav.html をご覧ください。 


