ユーザーマニュアル
ポータブルハードドライブ

StoreJet® 25
(Version 1.3)
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はじめに︱
トランセンドの StoreJet 25 をご購入いただき誠にありがとうございます。この頑丈なポータブ
ル USB ストレージデバイスはデータのアップロード、ダウンロード、保存、転送に最適なデー
タ管理システムです。耐衝撃設計で大容量の StoreJet 25 はデスクトップやノートブックコンピ
ュータとファイル、フォルダ、ドキュメント、画像、音楽データやビデオを高速転送できます。
また、データ管理に便利なソフトウェア*を付属しています。StoreJet 25 をご使用いただく際は
ユーザーマニュアルとソフトウェアユーザーマニュアルを参照ください。

注記:
注記
1. StJ25 には Transcend Elite データ管理ソフトウェアが付属されているので、StoreJet のワンタ
ッチ自動バックアップボタンが利用できます。(一部の StoreJet モデルのみ使用可能です。) 詳
細については、Elite ソフトウェアのユーザーマニュアルをご覧ください。Transcend Elite は
www.transcend-info.com/downloads からダウンロードすることもできます。
2. StoreJetToolBox は Windows のみに対応しています—詳細についてはこのマニュアルの“ハー
ド デ ィ ス ク の フ ォ ー マ ッ ト ” を 参 照 く だ さ い 。 StoreJetToolBox は
www.transcend-info.com/downloads からダウンロードすることもできます。
3.

Mac OSX Time Machine 機能を使用するには、StoreJet ドライブを HFS+でフォーマットして
ください。— ( “ハードディスクのフォーマット– Mac OS” を参照ください。)

特色︱
耐衝撃
内蔵先進のハードドライブサスペンションシステム
大容量ハードディスクドライブ
耐久性の良いゴム製の外箱
プラグ＆プレイに対応 –ドライバ不要
USB ポート経由の電源供給で外部電源やバッテリーは不要
節電のスリープモード
ワンタッチ自動バックアップボタン(一部の StoreJet モデルのみ使用可能です)
Transcend Elite™ソフトウェアを付属バックアップ＆データ管理ツール
電源状態とデータアクセスを表示する LED
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システム動作環境︱
USB ポート搭載のデスクトップまたはノートブックコンピュータ
以下のオペレーションシステムのうちいずれか
USB 2.0 モデル:
モデル

USB 3.0 モデル:
モデル


Windows XP

Windows Vista

•
•

•
•

Windows 7
Windows 8

•
•

Windows 7
Windows 8

•

Linux Kernel 2.6.31+

•

Linux Kernel 2.4.2+

•

Mac OS X 10.5+

• Mac OS 9+

•
•

Windows XP

Windows Vista

ご使用する前に︱
以下の安全のガイドラインに従ってご使用ください。

通常の使用
•

StoreJet 25 のパッケージの開封は注意して行ってください。

•

55℃以上または 5℃以下の環境に StoreJet 25 を放置しないでください。

•

水や他の液体が StoreJet 25 にかからないようにしてください。

•

湿った/濡れた布で本体ケースを拭かないでください。

•

下記の場所では StoreJet 25 を使用したり、保管したりしないでください。

•

o

直射日光の当たる場所

o

エアコン、ヒーターや熱源をもつ機器の近く

o

直射日光の当たる車内

o

強い磁場や強い振動のある場所

StoreJet 25 を接続中にコンピュータを起動できない場合は、まず StoreJet 25 をコンピ
ュータから取り外し、Windows を再起動した後、再度接続してください。問題が解決
できない場合は、ご使用のコンピュータのマニュアルを参照し、別のデバイスからコン
ピュータを起動できるように BIOS 設定を変更してください。

データのバックアップ
•

データ損失や損傷についてトランセンドでは責任を負いません。定期的にコンピュータ
やストレージメディアに StoreJet 25 のバックアップをとることをお勧めします。
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持ち運び
持ち運び
•

荷物の中に入れた場合、他の物との接触により損傷する可能性があります。StoreJet 25
を持ち運ぶ場合は緩衝材等を使用してください。

•

StoreJet 25 を握ったり、加圧したりしないでください。

•

StoreJet 25 の上に物を置かないでください。

電源
•

StoreJet 外付けハードドライブは PC の USB ポート経由で電源供給を行いますが、特
定の PC では 1 つの USB ポートと接続するだけでは動作に十分な電源が供給できない
ことがあります。StoreJet が正しく動作しない場合は USB Y ケーブルの両方のコネク
タを PC の 2 つの USB ポートに接続してください。また、十分な電源を安定供給する
ために USB ハブ等は使用しないでください。
USB 2.0 ドライブ: 十
分な電源供給を行う
ために USB Y ケーブ
ルの 2 つの USB コネ
クタを接続します。

USB 3.0 ド ラ イ ブ :
USB I ケーブルが十分
な電源供給を行いま
す。

•

SJ25 をコンピュータに接続する場合は同梱の USB ケーブルをご使用ください。また、
損傷等のあるケーブルは使用しないでください。

•

USB ケーブル上に物を置かないでください。また、誰かがつまずいたり、踏んだりされ
ることがないように配置してください。

注意事項
StoreJet 25 をコンピュータから取り外す場合は“StoreJet の正しい取り外し方”
の正しい取り外し方 の手順に従って
ください。
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コンピュータへの接続︱
USB ケーブル
電源接続
Micro / Mini
USB コネクタ

USB 2.0 / 3.0
コネクタ

USB3.0 Micro
B Type Male

USB3.0 A
Type Male

1. USB ケーブルのミニ USB 端子(1)を StoreJet 25 に接続します。
2. USB ケーブルの USB コネクタ(x2)を PC の利用可能な USB2.0 / USB3.0 ポートに接続します。
注記:
注記

特定の PC では 1 つの USB ポートと接続するだけでは動作に十分な電源が
供給できないことがあります。StoreJet が正しく動作しない場合は USB Y
ケーブルの両方のコネクタを PC の 2 つの USB ポートに接続してください。
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3. StoreJet 25 がコンピュータに正しく接続されると、電源状態を表す LED が点灯し、StoreJet
25 に対応する新しいでライブ番号を割り当てられたローカルディスクドライブ
ローカルディスクドライブが
ローカルディスクドライブ Windows
に表示されます。また、Windows のシステムトレイにはリムーバブルハードウェアアイコン
が表示されます。StoreJet 25 は出荷には FAT32 でフォーマットされた状態になっている
ので、Windows 、Mac、Linux などの多くのコンピュータシステムに対応しています。
•

Windows と Mac OS コンピュータの場合、自動的に StoreJet 25 を認識し、インストールします。USB
3.0 をご利用いただくために、コンピュータに必要な USB 3.0 ドライバがインストールされているか確
認ください。USB ケーブルが正しく USB ポートに接続されているか確認ください。
（USB3.0 と USB2.0
ポートが色分けされています）

•

Linux ユーザーは手動で StoreJet 25 を設定しなければいけない可能性があります。StoreJet 25 のディ
レクトリを作成し（例: mkdir /mnt/storejet）
）、それから StoreJet 25 をマウントします。(例: mount –a –t
msdos /dev/sda1 /mnt/Storejet)
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注記:マイコンピュータ（例：D:＆G:）
。ドライブ名が異なる場合があります

注意:Mac コンピュータでドライブ名が異なる場合があります（例:New Volume）

4. この場合、StoreJet 25 は外付け HDD であり、データをアップロード/ダウンロードすること
ができます。ファイルやフォルダを StoreJet 25 に対応するドライブ名
ドライブ名にドラッグ＆ドロップ
ドライブ名
するだけでデータをダウンロードすることができます。
注意:
注意

コンピュータとのデータ転送で Super-Speed USB 3.0 のデータ転送率をご
利用いただくために、コンピュータに必要な USB ドライバとハードウェア
がインストールされているか確認ください。確認の方法については、コンピ
ュータまたはマザーボードのマニュアルや USB 3.0 インターフェイスカー
ドのドライバインフォメーションを参照ください。
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ワンタッチバックアップ︱
(一部の StoreJet モデルのみ使用可能です)

ワンタッチ自動バックアップボタンを使用するには、先ず、プリロードされた Transcend Elite
ソフトウェアを起動します。（StoreJet の Transcend Elite ディレクトリにあります）
。Transcend
Elite でバックアップタスクを作成すれば、StoreJet 25 のワンタッチ自動バックアップを使用す
ることができ、データのバックアップと同期が即時に行えます。（詳細は Transcend Elite のユー
ザーマニュアルをご参照ください。
）
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StoreJet の正しい取り外し方︱
LED が点滅しているときは決して StoreJet をコンピュータから取り外さないでくださ
い。

Windows
1. システムトレイにあるハードウェア
ハードウェアアイコン
ハードウェア

を選択してください。

2. “Safely Remove Hardware”ハードウェアの安全な取り外し
”ハードウェアの安全な取り外しというパップアップメニュー
”ハードウェアの安全な取り外し
が現れます。クリックして続けます。

3. “The ‘USB Mass Storage Device’ device can now be safely removed from the system.”
デバイスは安全にシステムから外すことができますというメッセージボックスが現れます。
デバイスは安全にシステムから外すことができます
StoreJet 25 をシステムから取り外します。

®
注意!
から StoreJet を取り外す場合はこ
注意 データの損傷/紛失を防ぐために、
データの損傷 紛失を防ぐために、Windows
紛失を防ぐために、
の方法に従ってください。
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Mac® OS
StoreJet 25 のディスクアイコンをドラッグ＆ドロップでゴミ箱に入れてください。
それから USB
ポートから StoreJet 25 を外してください。

Linux®
umount /mnt/Storejet を実行し、USB ポートから StoreJet 25 を外してください。
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ハードドライブのフォーマット︱
注意!
注意 ディスクをフォーマットすると StoreJet 25 のすべてのデータは消去されます。
Windows®でフォーマットを行うには管理者権限でログインする必要があります。
でフォーマットを行うには管理者権限でログインする必要があります。

Windows® XP/Vista/7/8 の場合
1. ウ ェ ブ の ダ ウ ン ロ ー ド セ ン タ ー か ら StoreJetToolBox を ダ ウ ン ロ ー ド し ま す 。
www.transcend-info.com/downloads
2. ダウンロードした ZIP ファイルをコンピュータ上で解凍し、StoreJetToolBox.exe を実行
します。
3. StoreJet 25 を a Windows® XP/Vista/7/8 コンピュータの利用可能な USB ポートに接続し
ます。
4. 別の USB デバイスによるフォーマットエラーを防ぐためにすべての
すべての USB デバイスをコ
ンピュータから外してください。
5. StoreJetToolBox ウィンドウの“Scan Device”ボタンをクリックします。
6. プログラムが自動的に StoreJet 25 のドライブを認識します。

7.

フォーマットする StoreJet 25 を選択し、
“StoreJetFormatTool”ボタンをクリックします。

10

8. ドロップダウンメニューで“Drive To Format”と“File System”を設定し、
“Start”ボタンを
クリックします。
9. 実行するとドライブのデータは消去されることを確認するメッセージウィンドウが表示
されます。データをバックアップしていれば、“OK”ボタンをクリックしてフォーマット
を開始します。

10. フォーマットには数分かかる場合があります。完了するとウィンドウの右下に“OK”のメ
ッセージが表示されます。
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11. “Close”ボタンをクリックして終了します。

Mac® OS の場合
1. StoreJet 25 を MAC コンピュータの利用可能な USB ポートに接続します。
2. 別のデバイスによるフォーマットエラーを防ぐためにすべての外付けデバイスをコンピ
すべての外付けデバイスをコンピ
ュータから外してください。
3. 以下のメッセージウィンドウが表示された場合は、“Initialize” ボタンをクリックします。
メッセージウィンドウが表示されない場合は、“Applications > Utilities “にある“Disk
Utility”を開きます。

4. Disk Utility（ディスクユーティリティ）ウィンドウで、左のリストから StoreJet 25 を選
択します。
5. “Erase（消去）” タブを選択します。
6. Volume Format を選択します。 (Mac OS 拡張(ジャーナリング)をお勧めします。
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7. 新しいドライブ名を入力します。(入力しない場合、ドライブ名は“Untitled”となります。)
8. ウィンドウの右下にある “Erase（消去）”ボタンをクリックします。

9. “Erase（消去）”ボタンをクリックして確定します。
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10. “Close”ボタンをクリックして終了します。

Linux®の場合
1. StoreJet 25 を Linux コンピュータの利用可能な USB ポートに接続します。
2. 別の USB デバイスによるフォーマットエラーを防ぐためにすべての
すべての USB デバイスをコ
ンピュータから外してください。
3. fdisk /dev/sda (replace /dev/sda を実際の USB デバイスに置き換え)を入力します。
4. p を押します。
5. n を押します。
6. w を押します。
7. mkfs.ext3 /dev/sda1 を入力します。
8. /etc/fstab へ移動し、/dev/sda1 /mnt/usbdrive auto user,noauto 0 0 を追加します。
9. mkdir /mnt/usbdrive を入力します。
10. mount /mnt/usbdrive を入力します。
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トラブルシューティング︱
もし故障が生じた場合は、修理に出す前にまず下記の項目をチェックしてください。下記の項目
を試しても改善されなかった場合は、販売店、サービスセンター又は現地のトランセンドオフィ
スまでお問い合わせください。ウェブサイトでも FAQ とサポート情報を公開しております。

OS が StoreJet 25 を認識しません
下記の項目をチェックしてください。
1. StoreJet 25 が正しく USB ポートに接続されていますか。接続されていない場合は、一度取
り外してから再度接続してください。正しく接続されている場合は、別の利用可能な USB ポ
ートに接続してください。
2. StoreJet 25 に同梱されている USB ケーブルを使用していますか。使用していない場合は、
トランセンドの USB ケーブルを使用して接続してください。
3. 1 つの USB ポートからでは SJ25 の動作に必要な電源が十分に供給されない場合があります。
USB の Y ケーブルの両方のコネクタをコンピュータに接続ください。ドライブを動作するた
めの電力が十分となるかもしれません。
USB 2.0 ドライブ: 十分な電源供給を行うため
に USB Y ケーブルの 2 つの USB コネクタを接
続します。

USB 3.0 ドライブ: USB I ケーブルが十分な電
源供給を行います。

4. StoreJet 25 が Mac® キーボードに接続されていませんか。接続されている場合は、キーボー
®
ドから取り外して Mac デスクトップの USB ポートに接続してください。
5. その USB ポートは利用可能ですか。利用可能でない場合は、ご使用のコンピュータ(又はマ
ザーボード)のマニュアルを参照して利用可能な状態にしてください。
6. USB パブを使用して StoreJet 25 を接続しないでください。

電源が入りません
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下記の項目をチェックしてください。
1. USB ポート一つだけでは SJ25 の機能を動作させる電源が十分ではない場合があります。
USB3.0 の Y ケーブルのの両コネクタをコンピュータに接続してください。
2. StoreJet 25 が正しく USB ポートに接続されているか確認してください。
3. その USB ポートは正しく動作しているか確認してください。正しく動作していない場合は、
別の USB ポートに接続してください。

インストールしましたが、起動できません
現在の USB 3.0 ホストデバイスはオペレーティングシステムブートアップに対応していません。
ファイルを StoreJet 25 にコピーできません
1. 十分な空き容量はありますか。
2. ファイルは 4GB を超えていますか。その場合は下記をご覧ください。
StoreJet 25 のファイルシステムの初期設定はほぼ全てのコンピュータ、ゲーム機、メディアプレ
イ装置に互換性のある FAT32 です。しかし、FAT32 は 4GB を超えるファイルには対応できない
ので、その際は NTFS など他のファイルシステムに換える必要があります。StoreJet 25 の再フォ
ーマットを行う場合はマニュアルの“ハードディスクドライブのフォーマット”を参照ください。

Mac®で StoreJet 25 が使用できません
®

StoreJet を Windows でフォーマットしたならば、Windows NTFS システムになっている可能性
®
®
が高いです。その場合は Mac OS に互換性がありません。Mac でデータを保存、バックアップ
®
する際は Mac OS ファイルシステム対応のフォーマット変換を参照ください。Windows と
®
Mac の両方で使う場合は FAT32 ファイルシステムをお勧めします。（出荷時に StoreJet 25 は
FAT32 でフォーマットされています。）ドライブをフォーマットするとすべてのデータは消去さ
ドライブをフォーマットするとすべてのデータは消去さ
れることをご注意ください。
®
®
注記:
注記 既存のデータを保つために、StoreJet ドライブを認識する Windows または Mac コン
ピュータで必要なファイルをバックアップしてください。

Linux®で StoreJet 25 を認識しません
®

®

StoreJet を Windows /Mac でフォーマットしたならば、Windows NTFS システムになっている
可能性が高いです。その場合は Linux®に互換性がありません。問題解決には、Linux®ファイル
システム対応のフォーマットを参照ください。ドライブをフォーマットするとすべてのデータは
ドライブをフォーマットするとすべてのデータは
消去されることをご注意ください。
®
®
注記:
注記 既存のデータを保つために、StoreJet ドライブを認識する Windows または Mac コン
ピュータで必要なファイルをバックアップしてください。
ピュータで必要なファイルをバックアップしてください。

画像、MP3
音楽ファイル、ドキュメントなどのファイルをなくしたり、削除してしまった場合
画像、
は、復旧することは可能でしょうか？
誤ってドライブをフォーマットしてしまったり、貴重なデータを削除してしまった場合は、トラ
16

ンセンドは特定のファイルタイプを復旧する簡単な方法を提供しています。トランセンドの独自
の RecoveRx™ソフトウェアは、ストレージデバイスの内部から消去してしまった各種の画像フ
ォーマット形式や、多くのマルチメディアファイル、ドキュメントを検出して復旧するツールで
す。詳細またはフリーダウンロードについては、www.transcend-info.com/recoverx をご参照
ください。
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仕様︱
ストレージメディア

2.5 インチ SATA HDD

供給電源

USB ポート経由の 5V DC

接続インターフェイス

USB 3.0
USB 2.0

動作環境温度

5℃ (41℉) ～ 55℃ (131℉)

認証

CE、FCC、BSMI

保証

3年
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リサイクルと環境への配慮︱

製品のリサイクル(WEEE):
製品のリサイクル
本製品はリサイクルまたは再使用が可能な高品質の部材を使用して設
計および製造されています。車輪付きゴミ箱にバツ印の入ったマークはWEEE指令対象製品である
ことを示しています。
電気・電子機器を廃棄する際には、販売店による引取りなど、必ず各国の法律に従ってください。
環境や健康に悪影響を及ぼす可能性がありますので、古くなった製品は適切な方法で廃棄するよう
にしてください。

バッテリーの廃棄:
バッテリーの廃棄 このマークはEU新電池指令(2006/66/EC)に該当する充電式バッテリーを内蔵
している製品に表示されており、適切な方法で廃棄する必要があります。
バッテリーを廃棄する際には、必ず各国の法律に従ってください。環境や健康に悪影響を及ぼす可
能性がありますので、バッテリーは適切な方法で廃棄するようにしてください。
取替え不可なバッテリーが内蔵されている製品についてはバッテリーを取り外す(または取り外そ
うとする)と保証が無効となります。製品を廃棄する際に取り外して適切に廃棄してください。
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3 年保証︱
この製品の保証期間は購入日から3年間有効です。推奨された環境での通常の使用において、不適切な技量又
は部品による不具合が発生した場合、保証期間内であれば保証書に従って保証サービスをご提供いたします。
保証サービスを受けるには、購入日を証明するものが必要となります。購入日を証明するため、購入時に保
証書に販売店での記入をしていただくか、もしくはレシートをご提示ください。トランセンドは製品を検査
し、修理可能であるか、交換が適当であるかどうかを査定致します。修理か交換の決定は弊社に一任させて
頂きます。該当製品と機能的に同等である製品と交換する権利はトランセンドが保有致します。ご返送料金
は、お客様負担となります。
次の場合は有償となります：
1. 本保証のご提示がない場合
2. 本保証書の未記入、字句を勝手に訂正された場合、及び販売店名と購入日の表示がない場合
3. 偶発事故、火災、地震、水害、その他天変地異、公害、異常電圧、高温多湿、直射日光等の使用環境
による故障及び損傷
4. お買い上げ後の輸送、移動、落下等による物理破損、製品耐久性を超えた場合
5. 取り扱い上の誤り及び不当な修理や改造(名入れ/ペン入れ、装飾、シール貼付を含む)による故障及び損害
6. 所有権譲渡、弊社が認可していない業者による修理や改造、製品ケースの開封や改造、物理的損傷、
製品外観や品質保証ステッカー、シリアル番号、電子番号等の毀損による故障及び損傷
*トランセンドの製品は業界基準に沿っていることが確認されたデバイスと一緒にご使用下さい。
*トランセンドはサードパーティのデバイスとの併用で生じたトランセンド製品不具合によるダメージに
ついての責任は負わないこととします。また後発的、間接的または偶発的なダメージや、負債、投資の損
失、データの損失によるビジネス弊害などについても一切の責任を負いません。交換、修理時、またいか
なる場合におきましても記録データに関する保証は一切ございません。製品不良により生じたデータの消
失につきましては責任を負いかねます。また、データの復旧も実施しておりませんのでご了承ください。
本保証は製品自体のみに適用され、LCD パネル、充電式バッテリー、付属品（カードアダプタ、ケーブル、
イヤホーン、電源アダプタ、リモコン等）は保証適用外となりますのであらかじめご了承ください。
お願い
・

製品の交換、返金はお買い上げ販売店にお問い合わせください。

・

弊社にて無償修理、不良交換を行う場合は、弊社サポートへ事前にお問い合わせください。

・

故障品の修理に要する弊社返送の際の運送諸費用はお客様のご負担と致します。

・

弊社への返送途中の事故、破損、紛失に関しましては、弊社での保証はございません。

・

返送には補償の有る宅急便形式をお勧めしております。

・

本製品は将来改良の為、予告無く変更する場合があります。

・

本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

・

交換期間として、弊社到着より通常 1-2 週間程度を必要とします。

在庫品がない場合は、上記より日数をいただく場合がございます。予めご了承をお願い致します。
オンライン製品登録
この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠に有難うございました。記載内容をご確認の上、大切に保管してく
ださい。ユーザーサポートサービスを受けるためには購入後 30 日以内に以下のトランセンドのウェブサイ
トにてオンラインでユーザー登録を行ってください。
www.transcend-info.com/register
詳しくは弊社ホームページをご覧ください。
*トランセンドロゴはトランセンドの登録商標です。

Transcend Information, Inc.
www.transcend-info.com
* Transcend ロゴは Transcend Information Inc.の登録商標です。
*すべてのロゴとマークは各社の商標です。
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