
取扱説明書
本紙に記載された内容は製品やOS のバージョンによって変更される場合がござ
います。記載事項は正確を期すべく細心のチェックを行っていますが、内容の正
確性については保証致しかねます。当社は予告なしに内容を変更する権利を有し
ます。また、本紙内には付属しない製品の画像や用語が記載される可能性がござ
いますが、付属品については本紙やパッケージの付属品欄に記載がある物のみと
なります。他社登録商標・商標をはじめ、本紙に記載されている会社名、システム名、
製品名は一般的に各社の登録商標または商標です。

お客様または第三者が
本製品の誤使用や
使用中に生じた故障、
その他製品の不具合に
よって受けられた損害に
ついては、法令上の賠償
責任が認められる場合を
除き、当社は一切その
責任を負いませんので、
予めご了承ください。

・本製品を火の中、電子レンジ等に入れたり、加熱したりしないでください。
   破裂や発火の原因となります。
・本製品を直射日光の当たる場所や炎天下の車中、暖房器具の傍で使用、もしくは
   保管をしないでください。破裂や、発火の原因となります。
・本製品の分解、改造を行わないでください。発熱、破裂、発火、火傷、感電の原因と
   なります。また、分解、改造の痕跡がある場合、保証期間内でも交換、修理対応を
   お断りさせて頂く事があります。
・各種端子をショートさせないでください。発熱、破裂、発火、火傷の原因となります。

・以下のような場所で使用、設置をしないでください。感電や火災の原因となります。
   1. 強い磁界が発生するところ
   2. 火気の周辺や熱のこもるところ
   3. 漏電等を引き起こす、水や水場の近辺

・静電気による破損を防ぐ為、本製品に触れる前に体の静電気を取り除いてください。
  本製品の破損、または接続機器のデータが消失する可能性があります。
・動作環境内でご使用ください。機能低下、発熱等の原因となります。

・有機溶剤で本製品を拭かないでください。
・本製品を熱がこもる状態で使用しないでください。
・コネクタやケーブルは接続の方向を確認した上で差し込んでください。
・使用中は熱を持ちます、低温火傷の原因となりますので長時間触れないでください。
　※異常な発熱をした場合はすぐに使用をやめてください。

・本製品に強い衝撃や圧力を与えないでください。与えてしまった場合は、
  すぐに取り外して全てのケーブル類を抜き、一旦使用をやめてください。
  そのまま使用を続けるとショートや発熱、感電等の原因となります。
・本製品の使用中に煙が出たり、異臭、異音、異常な発熱をした場合は、
  すぐにケーブル類を取り外して使用をおやめください。
  そのまま使用を続けるとショートや発熱・感電等の原因となります。
・水分や湿気の多い場所では本製品は使用しないでください。
・液体に本製品を入れたり、濡らしたりしないでください。
・濡れた手で本製品に触らないでください。
・小さなお子様の手の届く場所に本製品を設置、または放置しないでください。
・プラグやコネクタやその周辺にほこりが付着した場合は、
   乾いた布で拭き取ってください。
・ケーブルに負荷をかけたり、無理な力で巻いたりしないでください。
・製品やケーブルを加工したり、傷つけたりしないでください。
・各種コネクタやケーブルは根元までしっかりと差し込んでください。
・各種コネクタやケーブルを挿したまま持ち運ばないでください。

パスワードロック機能搭載
USB 3.0 接続外付け SSD

1. 製品本体（SSD）
2.USB 3.0 ケーブル ( 接続端子 :Type-A / 本体端子 :Type-C)
3.USB 3.0 ケーブル ( 接続端子 :Type-C / 本体端子 :Type-C)
4. 取り扱い説明書兼保証書

3．内容物一覧1．各部説明

-2--1- -6--5-

使用上の注意

-8--7--4--3-

■ パソコンに本製品が認識されない場合は、以下の操作を行ってください。
　(1) USB ケーブルを一度取り外し、数秒待ってから再接続する。
　(2) バスパワータイプ(USB からの電力供給のみのUSB ハブ)のUSB ハブを使用して接続

している場合は、本製品をパソコンのUSB 端子に直接接続する。
　(3) セルフパワータイプ(AC アダプタからの電力供給があるUSB ハブ)のUSB ハブを使

用して接続する。

■ お使いの環境によっては、「高速USB デバイスが高速でないUSB ハブに接続されていま
す。」または「さらに高速で実行できるデバイス」と、警告メッセージが表示されることが
あります。高速転送モードでは使用されたい場合はUSB 3.0 以上の速度に対応したUSB 
端子に接続してください。

■ 本製品は出荷時に1つの領域で作成、フォーマットされています。複数の領域に分けて
ご使用になる場合は、ご使用の前にフォーマットを行ってください。

■ 仮想メモリーの保存先に本製品を設定しないでください。

■ 本製品からOS を起動することはできません。

■ お使いの環境によっては、パソコンの省電力モードから復帰した場合に製品が停止し、
データが破損する恐れがあります。その場合は、パソコンを省電力モードにする前に、
本製品を取り外してください。

■ 本製品をパソコンに接続する際は、パソコンのUSB 端子に直接接続するか、セルフパワー
タイプのUSB ハブを使用してください。バスパワータイプのUSB ハブを使用した際等、
本製品への電源供給が不足した場合、本製品、もしくは本製品内のデータが破損する恐
れがあります。

■ 本製品にアクセスできない時は、本製品を一旦パソコンから取り外した後、再度接続し
てください。また、スタンバイや休止状態などの省電力モードに移行した場合は、復帰
した後にパソコン上に表示されていてもアクセスできないことがあります。このような
場合、本製品を一旦パソコンから取り外した後、再度接続してください。

■ お使いのパソコンによっては、本製品を接続したままWindows を起動できない場合が 
あります。その場合は以下の作業を行ってください。

　(1) Windows の起動後に本製品を接続する。
　(2) BIOS のブート設定で、USB 機器から起動しないように設定する。

■ 定期的なバックアップを強くお勧めします。 
　  誤動作やウイルス、落雷などの自然災害、本製品の故障など、万一の事態に備え、本

製品に保存したデータを定期的にバックアップすることをお勧めします。
　 バックアップとは、本製品以外の場所(他のハードディスクや Blu-ray ディスクなど)

にデータを複製(コピー)することです。万一、本製品のデータが破損・消失した場合でも、
バックアップ時に複製したデータを利用できます。なお、バックアップ後に変更した内
容は、バックアップしたデータには反映されません。定期的にバックアップを行うことで、
損失を最小限にすることができます。

■ 設定したパスワードは、必ずメモを取る等の対策を行ってください。
　 本製品は一度設定したパスワードに関して、パスワードの入力なしにその設定を解除、

パスワードの再設定を行うことができません。
　  また、忘れてしまった場合でも、弊社を含む第3 者がそれを解除する事はできません。

■ 当社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが
消失・破損した場合については、一切の保証はいたしません。

　  また、お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、
データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、当社はその責任を置いません。

■ 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当社に故意また
は重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。

■ 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一
製品または同等品に交換、もしくは購入金額の返金をいたしますが、当該瑕疵に基づく
損害賠償の責に任じません。

4．製品仕様

AS-PW-SSD-500GB (500GB モデル )
AS-PW-SSD-1TB (1TB モデル )
AS-PW-SSD-2TB (2TB モデル )
USB3.0 Type-C、USB3.0 Type-A
USB3.0 Type-C
最大 5Gbps （※）
exFAT
76.1 x 123.6 x 17.6 mm
5V / 0.9A
5~50°C
5~50%( 結露なきこと )
USB 端子を搭載する次のパソコン
Windows パソコン
Mac
Windows11(64bit) 10(64bit)
Mac OS 12 以降

型番

接続端子
本体側端子
転送速度
出荷時フォーマット
外形寸法
電源
動作温度
動作湿度
対応するパソコン

対応OS

※USB 3.0 に対応しているパソコンで使用時のみ
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5．ご使用の前に

※設定したパスワードは、必ずメモを取る等の対策を行ってください。
　 本製品は一度設定したパスワードに関して、パスワードの入力なしに

その設定を解除、パスワードの再設定を行うことができません。また、
忘れてしまった場合でも、弊社を含む第3者がそれを解除する事はで
きません。

※定期的なバックアップを強くお勧めします。
　 誤動作やウイルス、落雷などの自然災害、本製品の故障など、万一の

事態に備え、本製品に保存したデータを定期的にバックアップするこ
とをお勧めします。

　 バックアップとは、本製品以外の場所(他のハードディスクや Blu-ray 
ディスクなど)に、データを複製(コピー )することです。万一、本製
品のデータが破損・消失した場合でも、バックアップ時に複製したデー
タを利用できます。なお、バックアップ後に変更した内容は、バックアッ
プしたデータには反映されません。定期的にバックアップを行うことで、
損失を最小限にすることができます。

1) 本製品開封後、製品本体（SSD）、Type-Aケーブル、Type-Cケーブル、
取り扱い説明書が同封されていることをご確認ください。

(2) ご使用の機器のUSBポートに、Type-C端子または、Type-A 端子があ
ることをご確認ください。端子の確認ができましたら、本製品付属の
2つのUSBケーブルから、ご使用の機器に適したUSBケーブルを選び、
ご使用ください。

　 ※本製品は、USB Type-C端子およびUSB Type-A端子を搭載していな
い機器には対応しておりません。

(3) ご使用の際は対応パソコン、OSをご確認の上、パソコン本体のUSBポー
トに本製品付属のUSBケーブルを差し込んでご使用ください。

※本製品にデータの移行を行った直後に、USBケーブルをご使用の機器か
ら取り外してしまうと、本製品にデータの移行が行われない場合がご
ざいます。本製品へのデータ移行後は10秒以上お待ちいただき、本製
品にロックをかけたことをご確認のうえ、ケーブルを取り外してくだ
さい。

※本製品にロックをかけずにケーブルを取り外してしまうと、データが削
除される恐れがあります。本製品の使用を終了する際は、本製品にロッ
クをかけたことをご確認のうえ、ケーブルを取り外してください。

ボタン式キーパッド 
イメージ図

● 数字ボタン
　0 ~ 9 までの数字ボタンは、
　パスワードの入力時、
　パスワード設定時に使用します。

● 　　　　マーク
　ロックの機能の ON/OFF を
　切り替えることができます。

(1) 本製品は出荷時に、仮パスワードとしてパスワードロック機能を
オンの状態にして出荷しております。パソコンに接続した際にパ
スワード入力が必要になりますので、数字ボタンの『1』を5回、

「11111」を押してから右下『　』ボタンを押してください。

　 exFAT形式でフォーマットされておりますので、パスワード入力
後はWindows、Macともに接続するだけでご使用いただけます。

(2)誤ったパスワードを入力した際は、『　』ボタン右側の赤いライト
が点滅いたしますので、(1)に戻り、再度パスワードの入力をお
願い致します。

(3)本製品は出荷時に仮パスワードとしてあらかじめ 「11111」が設定
されておりますが、セキュリティの観点から、ご使用の前にお客
様ご自身でパスワードの変更を行っていただいております。

　 ※変更方法は P.9 「6.パスワード変更方法」をご確認ください。

2．ボタン式キーパッド説明

① ボタン式キーパッド

② USB 3.0 Type-C ポート

② 

① 
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① ロック解除方法

→新しいパスワードの入力を誤ってしまったら

-11- -12- -16--15-

-10--9- -13- -14-

製品に関するお問い合わせ

(3)  『　』ボタンを押した状態を維持しながら、接続端子(Type-C)を製品
本体（SSD）に接続すると、青色のライトが点灯します。

(4) 5秒間程ボタンを押し続けると、『　』ボタン右側の赤色とオレンジ色
のライトが点灯します。（図2）

(5) 赤色とオレンジ色のライトの点灯が確認できましたら、既存のパス
ワードを入力し(初めてのパスワード変更の場合「11111」)、『　』ボタ
ンを押します。

　 『　』ボタンを押すと、青色のライトが点滅し、オレンジ色のライトだ
けが消灯します。（図3）

　 これで、既存のパスワードが削除されます。
　 入力されたパスワードが誤っている場合、オレンジ色のライトは消灯

しませんので、再度パスワードの入力を行ってください。

(6)青色と赤色のライトが点灯した状態（P.10図3）になりましたら、新し
いパスワード(5~12桁、0~9の複合番号)の入力を行います。パスワー
ド入力後 『　』ボタンを押します。

(7) 確認のため、（6）で決めていただいたパスワードの入力を再度行います。
　 パスワードの再入力が完了したら、『　』ボタンを押してください。赤色

のライトが消灯し、『　』ボタン中央の緑色のライトが点灯します。（図4）
　 これで、新しいパスワードが登録され、本製品の使用が可能になります。
※パスワードの入力を誤ってしまった場合、P.12（8）にお進みください。

7．基本操作説明

(1) 本製品をご使用の機器に接続すると、青色のライトと『　』ボタン右側
の赤いライトが点灯します。（図1）

(2) パスワード変更を行っていない場合
　　　数字ボタンの『1』を5回、「11111」を押してから『　』ボタンを押し

てください。
　  パスワード変更を行っている場合
　　　変更を行ったパスワードの数字ボタン押してから『　』ボタンを押し

てください。

(3) パスワード入力後、『　』ボタンを押すことで、青色のライトが点滅し、
青色のライトと、『　』ボタン中央の緑色のライトが点灯します。（図2）

　 図2の状態が確認できましたら、本製品のロックが解除された状態に
なりますので、本製品をご使用いただけます。

② ロック方法

手順 手順
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（図2） （図3）

（図4）

（図1） （図2）

(8) 新しいパスワードの入力を誤ってしまった場合、『　』ボタン右側の赤
色とオレンジ色のライトが点灯した状態になります。（P.10図2）

　 赤色とオレンジ色のライトの点灯が確認できましたら、（5）にて、既存
のパスワードの削除は行われていますので、再度新しいパスワード
(5~12桁、0~9の複合番号)を入力し、『　』ボタンを押します。

　  『　』ボタンを押すと、オレンジ色のライトが消灯します。（P.10図3）

(9) 確認のため、（8）で決めていただいたパスワードの入力を再度行います。
パスワードの再入力が完了したら、『　』ボタンを押してください。赤
色のライトが消灯し、『　』ボタン中央の緑色のライトが点灯します。

（P.11図4）
　 これで、新しいパスワードが登録され、本製品の使用が可能になります。

(10) パスワード入力に誤りがある場合は、オレンジ色のライトが点灯し、
P.10図2の状態になりますので、（8）に戻り、再度新しいパスワードの
設定を行ってください。

(1) 本製品の、青色のライトと、『　』ボタン中央の緑色のライトが点灯し
た状態であることを確認してください。（P.13図2）

(2) 『　』ボタンを押してください。
　   『　』ボタンを押すことで、赤色のライトが点滅し、青色のライトと、

『　』ボタン右側の赤いライトが点灯します。（P.13図1）
　 これで、本製品のロックが完了します。

※本製品にデータの移行を行った直後に、USBケーブルをご使用の機器か
ら取り外してしまうと、本製品にデータの移行が行われない場合がご
ざいます。本製品へのデータ移行後は10秒以上お待ちいただき、本製
品にロックをかけたことをご確認のうえ、ケーブルを取り外してくだ
さい。

※本製品にロックをかけずにケーブルを取り外してしまうと、データが削
除される恐れがあります。本製品の使用を終了する際は、本製品にロッ
クをかけたことをご確認のうえ、ケーブルを取り外してください。

6．パスワード変更方法①

6．パスワード変更方法②

本製品のパスワード入力を行う際は、『　』ボタン中央の緑色のライ
トが点滅していることをご確認ください。
正常に入力が行われていれば、数字ボタンを押すごとに『　』ボタン
中央の緑色のライトが点滅します。
※素早くパスワードの入力を行いますと、正常に入力が行われない
場合がございます。必ず、一定の間隔をあけ、『　』ボタン中央の緑
色のライトが点滅していることを確認して入力を行ってください。

ボタン入力時の注意事項

数字ボタンを押すごとに
ボタン中央の緑色のライトが
点滅
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(1) ご使用の機器に、本製品付属のUSBケーブルを接続します。

(2)  『　』ボタンを押して、押した状態を維持します。（図1）

手順

（図1）


