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Introduction  
Welcome to PrivateAccess™! 

PrivateAccess™ is a fast, simple way to store and protect critical and sensitive files on any iXpand 
Wireless Charger.  Create a private vault and simply drag-and-drop your valuable files inside. Access to 
your vault is protected by your WD Account, and your files are automatically encrypted – so even if you 
share your iXpand Wireless Charger or it becomes lost or stolen, your files are safe. 

When it comes to protecting your private files, you can trust SanDisk®!  

Supported Operating Systems:  

• Windows® 7 �
 Windows 8 

• Windows 10 
• macOS Sierra – 10.12. 
• macOS High Sierra – 10.13. �

 macOS Mojave – 10.14 
• macOS Catalina – 10.15 

Required Hardware:  
• Available USB port 
• iXpand Wireless Charger 
• MicroUSB to USB Cable 

(not provided) 

Getting Started  
1) Connect the iXpand Wireless Charger to a PC or Mac via MicroUSB to USB Cable (not provided) 

2) If using PC, double-click the executable file PrivateAccess_win.exe to run the PrivateAccess 
software  (Fig. 1). (Some computers may require you to open the computer directory to locate 
connected drive.) You can only install directly onto your connected SanDisk iXpand Wireless 
Charger "iXpand" disk. 

 
Fig. 1  

3) If using Mac, double-click the executable file PrivateAccess_mac and follow the wizard to install 
the PrivateAccess software.(Fig. 2). (You may require you to open the Finder). You can only 
install directly onto your connected SanDisk iXpand Wireless Charger "iXpand" disk. Please select 
this disk on Destination Select step. 

 
Fig. 2 

How to access your vault? 
 

1) Double click on the installed application to launch PrivateAccess. See (Fig. 3) for PC and (Fig. 4) for 
Mac. 
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 Fig. 3 Fig. 4 

2) Click 'Next' with or without clicking the check-box on the left. (Fig. 5 on next page) 

 

You will now see your vault as in Fig. 6 

 
Fig. 6 

3) Double-click on the vault and enter the WD Account login information created during the on-boarding 
of your iXpand Wireless Charger. (Fig. 7 on next page) 

Fig.  5 
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Fig. 7 

You are now ready to keep your valuable and sensitive files in your new private vault, and protect access 
to them in the main screen!  (Fig. 8)  

 
Fig. 8 

4) You can double click on a folder to open it, and then double click on a photo or video to view it. (Fig. 
10) 

Fig. 10 
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You can also drag and drop photos from your Vault to another location on your computer! (e.g. Desktop) 
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前書き 

PrivateAccess™ へようこそ! 

PrivateAccess™を使って、iXpand ワイヤレスチャージャーにバックアップする重要なファイルを素早く簡単に保護することができます。個別の
保管フォルダーを作成し、その中に貴重なファイルを保管します。そのフォルダーへのアクセスは iXpand ワイヤレスチャージャーで設定されたアカ
ウントによって保護されており、ファイルは⾃動的に暗号化されています。iXpand ワイヤレスチャージャーを他の⼈と⼀緒に使う場合や、失くした
り、盗まれてしまった場合も、ファイルは保護されているので、他の⼈に⾒られる⼼配はありません。安⼼してデータの保管ができます。 

 
サポートしているオペレーティングシステム 

• Windows®  
• Windows 8 
• Windows 10 
• macOS Sierra – 10.12. 
• macOS High Sierra – 10.13. 
• macOS Mojave – 10.14 
• macOS Catalina – 10.15  

必要なハードウェア : 

• 利⽤可能な USB ポート 
• iXpand ワイヤレスチャージャー 
• microUSB ケーブル（製品に同梱されていません。） 

 

はじめに 

1) iXpand ワイヤレスチャージャーを microUSB ケーブルで Windows PC または Mac に接続します。 

 
2)  Windows PC を使⽤している場合は、PrivateAccess_win.exe をダウンロードし、Windows PC に接続されたサンディスク 

iXpand ワイヤレスチャージャーの [iXpand] ドライブの直下に保存します。 

 
図 1 

3）Mac を使⽤している場合は、PrivateAccess_mac をダウンロードし、Mac に接続されたサンディスク iXpand ワイヤレスチャージャー
の [iXpand] ドライブの直下に保存します。保存先選択の際に、このドライブを選択してください。 

 
図 2 
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保管フォルダーにアクセスするには︖ 
 

1) 保存したアプリケーションをダブルクリックして PrivateAccess を起動します。 Windows PC については（図 3）、Mac については
（図 4）を参照してください。 

 
 図 3 図 4 

2) 使⽤許諾契約を読み、左下のチェックボックスをクリックして、［次へ］をクリックします。（図 5） 

 
図 5 

3) 左下のチェックボックスをクリックして、またはクリックせずに、[次へ]をクリックします。 （図 6） 

 
図 6 
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図 7 のように保護された保管フォルダーが⾒えます。 

 
図 7 

4) 開きたい保管フォルダーをダブルクリックするとログインページが開きます。iXpand ワイヤレスチャージャーで作成したアカウントのログイン
情報を⼊⼒し、［ログイン］をクリックします。 （図 8） 

 
図 8 
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保護されたファイルにアクセスする準備が整いました。（図 9） 

 
図 9 

5) フォルダをダブルクリックして開き、その中の写真やビデオのファイルをダブルクリックして開きます。（図 10） 

 
図 10 
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6) 保護されたフォルダからパソコンの他の場所（デスクトップやフォルダー内など）にファイルをドラッグ＆ドロップできます。（図 11） 

 
図 11 


