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東京藝術大学 ファイル転送サービス 使用方法説明書 

 

芸術情報センターが用意するファイル転送サービス GIGAPOD の使用方法について概要を

示します． 

本システムは藝大アカウントを有する教職員が，大容量のファイルを送受信するために使用

できます． 

 

本システムの利用者は次の通りです． 

 user ： 本システムにログインし，送受信を行う人 

  藝大アカウントを持つ教職員 

 guest ： user からファイル送受信を受ける人 

  藝大アカウントを持っていない方も可能 

 

本システムの利用方法には下記の 2 種類の方法があります． 

 ブラウザを使う 一度にアップロードできるファイルは 2GB まで 

  (1つのファイルサイズ) 

 専用アプリを使う 2GB 以上のファイルもアップロード可能 

 (1つのファイルサイズ最大5GBまで) 

 

使用上の注意． 

 保存されたファイルの合計容量は，1user あたり 5GB† 

 保存期限は，アップロード後最大 1 ヶ月‡ 

 ファイル名は半角文字推奨．日本語・機種依存文字を使用した場合，文字化けする可

能性があります． 

 

ソフトウェアの開発元公式マニュアルはこちら 

http://gigapod.jp/support/manual/gigapod-400/jpn/u/ 

  

                                                  
† 5GB 以上の容量が必要な場合は，芸術情報センターに連絡してください． 
‡ システムの利用状況によっては，変更の可能性が有ります． 
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1 ブラウザでの利用方法 

1.1 起動と終了 

1.1.1 ログイン 

① ブラウザに下記の URL を入力する 

https://fileupload.geidai.ac.jp 

② ID とパスワードを入力し，ログインボタンをクリックする 

ID：藝大アカウントの ID 

パスワード：藝大アカウントのパスワード 

 
 

1.1.2 操作画面 

ログイン後の画面は下記の通り． 

 
 

1.1.3 ログアウト 

操作終了後はログアウトをクリックする． 

  

ログアウト 
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1.2 ファイル送信 

ファイルを user から guest へ転送する手順の概要は次の通りです． 

(1) ファイルのアップロード（user 操作） 

(2) アップロードしたリンク先を取得し，guest に連絡する（user 操作） 

(3) リンク先からファイルをダウンロードする（guest 操作） 

 

1.2.1 アップロード（user 操作） 

① アップロードをクリック 

 
② アップロードするファイルを選択する画面が開かれるので，ファイルを選択し，開

くをクリック 

 
③ マイフォルダにファイルがアップロードされる． 

 

アップロード 

アップロード中の表示
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④ アップロード終了 

 
 

1.2.2 リンク作成（user 操作） 

① 転送するファイルを選択し，リンクをクリック 

 
② パスワード，有効期限，回数制限を設定 

パスワード guest に連絡するパスワード（自分で設定，もしくは自動生成をクリ

ック） 

有効期限 本システム上にファイルを保持する期限（最大 1 ヶ月） 

回数制限 guest がダウンロードできる回数 

 
③ OK をクリック 

 

アップロードされたファイル 

転送するファイルをチェック 

リンクをクリック 

OK をクリック 

各項目を設定 
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④ 転送するファイルの情報や URL が表示されるので，URL コピーをクリック 

 
⑤ クリップボードにコピーされた情報（URL）を，メールなどで guest に連絡する 

メール送信ボタンは，Thunderbird などメールソフトを起動するだけで，自動で送信されるわ

けではありません． 

⑥ パスワードを，⑤とは別に guest に連絡する 

（�と�を同じメールで一度に送らないこと） 

⑦ 閉じるをクリック 

 

1.2.3 ダウンロード（guest 操作） 

① user から連絡された url をブラウザに入力． 

 
② パスワードを入力し，ダウンロードボタンをクリック 

③ ファイルを選択し，ダウンロードをクリック．  

 

ここに表示されている転送ファイルの情報が 

クリップボードにコピーされる 

URL コピーをクリック 
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1.3 ファイル受信 

ファイルを guest から送ってもらうには，下記の手順が必要となります． 

(1) ゲストフォルダを用意する（user 操作） 

(2) ゲストフォルダにアップロードする（guest 操作） 

(3) ゲストフォルダからダウンロードする（user 操作） 

 

1.3.1 ゲストフォルダの作成（user 操作） 

① ゲストフォルダをクリック 

 

② フォルダ名，ゲスト ID，パスワード，有効期限，フォルダオプションの設定 

フォルダ名 アップロード先のフォルダ名 

ゲスト ID guest がログインに用いる ID 

パスワード guest がログインに使用するパスワード 

有効期限 本システム上にファイルを保持する期限（最大 1 ヶ月） 

フォルダオプション 

  guest にファイルを送信してもらうときはアップロードのみを選択 

 
③ OK をクリック 

 

ゲストフォルダをクリック 
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④ URL コピーをクリック 

 

⑤ クリップボードにコピーされた情報（URL）とゲスト ID を guest にメールなどで

連絡する 

⑥ パスワードを，�とは別に guest に連絡する 

（�と�を同じメールで一度に送らないこと） 

⑦ 閉じるをクリック 

 

1.3.2 アップロード（guest 操作） 

① user から連絡された url をブラウザに入力 

② ゲスト ID，パスワードを入力 

 

③ アップロードをクリック 

 

  

URL コピーをクリックすると，guest に連絡する

URL がクリップボードにコピーされる 

アップロード 
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④ アップロードするファイルを選択する画面が開かれるので，ファイルを選択し，開

くをクリック 

 
⑤ ファイルがアップロードされたら，ログアウトする 

 

 

1.3.3 ダウンロード（user 操作） 

① ゲストフォルダを開く 

 

② ファイル名をクリックするとダウンロードが始まる 

 

 

 

 

ゲストフォルダ 

ファイルをクリックしてダウンロード 
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2 専用アプリ（GIGAPOD mini）での利用 

GIGAPOD mini は GIGAPOD にアクセスできるテスクトップアプリケーションです．２GB を

超えるファイルのアップロードには，こちらを利用してください． 

 

2.1 アプリのインストール 

アプリのダウンロードとインストールは下記サイトを参照． 

http://gigapod.jp/support/manual/gigapod-400/jpn/u/?p=mini-archive 

 

2.2 ログイン 

① GIGAPOD mini のショートカットアイコンをクリック 

② URL，ユーザ ID，パスワードを入力，ログインボタンをクリックする 

 

URL fileupload.geidai.ac.jp 

ユーザ ID 藝大アカウントの ID 

パスワード 藝大アカウントのパスワード 

 

2.3 ファイル送信 

GIGAPOD mini を利用することにより，ファイルのアップロードとリンクの作成が一度に行え

ます．ここではその方法を説明します．ファイルのダウンロードについては 1.3.3 ダウンロード

（guest 操作）を参照してください． 

2.3.1 アップロードとリンクの作成（user 操作） 

③ タスクトレイにある，GIGAPOD mini のアイコンをクリック 
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④ リンクをクリック 

 
⑤ ADD ボタンをクリックして，転送するファイルを選択する．もしくは，ドラッグ

アンドドロップする， 

 
⑥ パスワード，有効期限，回数制限を設定する 

⑦ Upload & Link ボタンをクリックする 

⑧ URL をコピーし，Close ボタンをクリックする 

 
⑨ URL，パスワードを，メールなどで guest に連絡する 

（URL とパスワードを同じメールで一度に送らないこと） 

 

クリック 

ADD ボタンでファイル選択 

ここにファイルを 

ドラッグアンドドロップ 

URL がクリップボード

にコピーされる 
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2.4 ファイル受信 

ファイルを guest から送ってもらうには，user がフォルダを用意してそこに guest がアップロ

ードするという手順になります．ゲストフォルダの作成，guear からのアップロードに関しては，

1.3.1 ゲストフォルダの作成（user 操作）アップロード（guest 操作）を参照してください． 

 

2.4.1 ダウンロード（user 操作） 

① タスクトレイにある，GIGAPOD mini のアイコンをクリック 

 
② ダウンロードをクリック 

 
③ ADD ボタンをクリックする 
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④ ダウンロードするファイルを選択し，OK をクリックする． 

 

⑤ ダウンロードしたファイルを保存するフォルダを指定する 

 
⑥ Download ボタンをクリックする 

⑦ 処理結果が表示されるので，OK をクリックする 

 

ダウンロード先選択 


