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本書の使いかた
本書を正しくご活用いただくための表記上の約束ごとを説明します。

表記上の約束
注意マーク..................  に続く説明文は、製品を取り扱う際に特に注意していただきた

い事項です。この注意事項に従わなかった場合、身体や製品に損傷を
与える恐れがあります。

次の動作マーク..........  に続くページは、次にどこのページへ進めば良いかを記しています。

文中の用語表記
・ 本書では、次のようなドライブ構成を想定して説明しています。
 A: フロッピードライブ、C: ハードディスク

・ 本書に記載されているハードディスク容量は、1GB ＝ 10003byte で計算しています。OS やアプリケーショ
ンでは、1GB ＝ 10243byte で計算されているため、表示される容量が異なります。

・ 文中［　］で囲んだ名称は、ダイアログボックスの名称や操作の際に選択するメニュー、ボタン、チェッ
クボックスなどの名称を表しています。

・文中 < > で囲んだ名称は、キーボード上のキーを表しています。( 例 )<Enter>

■ 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを
行うことは禁じられております。

■ BUFFALO は、株式会社社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品
名は、一般に各社の商標または登録商標です。

 本書では、、、 などのマークは記載していません。
■ 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場

合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
■ 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがあ

りましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。
■ 本製品は一般的なオフィスや家庭の OA 機器としてお使いください。万一、一般 OA 機器以外とし

て使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじ
めご了承ください。

・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途に
は使用しないでください。

・一般 OA 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するとき
は、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。

■ 本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用し
ないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行ってお
りません。

■ 本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当するもの
については、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。

■ 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項とし
て記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。

■ 弊社は、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、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記
憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。ま
た、必要なデータはバックアップを作成してください。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、
弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■ 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、弊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
同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らな
いと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発
生が考えられる内容を示しています。

△は、警告・注意を促す記号です。△の近くに具体的な警告内容（例：   �電   �電�電
注意 ) が描かれています。

○に斜線は、してはいけない事項（禁止事項）を示す記号です。

○の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。（例：      分解禁止）

●は、しなければならない行為を示す記号です。

●の近くに、具体的な指示内容（例：       プラグをコンセントから抜く）が描
かれています。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくため
に守っていただきたい事項を記載しました。
正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、
本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意
事項も記載されています。
パソコンの故障／トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生
じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

■使用している表示と絵記号の意味
警告表示の意味

絵記号の意味

警告

注意

警告
パソコンの使用直後は、パソコン�部の部品に手を触れないでください。
特に CPU や VGA チップが高温になっており、手を触れるとやけどをする恐れがあ
ります。パソコンの電源スイッチを OFF にした後、30 分以上たってから作業する
ことをおすすめします。

本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーお������ーお������お������
メーカー��示する警告�注意�示に��てください。ー��示する警告�注意�示に��てください。��示する警告�注意�示に��てください。

本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。
火災や�電の恐れがあります。また、本製品のシールをはがした場合、修理をお断
りすることがあります。分解禁止

強.制

禁.止



静電気に�る破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノ
ブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除いてくださ
い。
人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失・破損させる恐れが
あります。

パソコンお������の取り扱いは、各マニュアルを�く読んで、各メー
カーの�める手�に��てください。ーの�める手�に��てください。の�める手�に��てください。

各接続コネクターのチリや��り�は、取りの�いてください。ーのチリや��り�は、取りの�いてください。のチリや��り�は、取りの�いてください。.
各接続コネクターには手を触れないでください。ーには手を触れないでください。には手を触れないでください。
故障の原因となります。

本製品の取り付け／取り外しをするときは、パソコンお������の電
源スイッチをOFF にし、コンセントから電源プラグを抜いてください。
電源プラグをコンセントに接続したまま取り付け／取り外しを行うと、�電および
故障の原因となります。

電気製品の�部やケーブル、コネクター�に�さなお��の手��かないー�に�さなお��の手��かない�に�さなお��の手��かない
�うに��を配置してください。
さわってけがをする恐れがあります。

濡れた手で本製品に触れないでください。
パソコンの電源プラグがコンセントに接続されているときは、�電の原因となりま
す。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。

煙�出たり変な臭いや音�したら、すぐにパソコンの電源スイッチをOFF
にし、コンセントから電源プラグを抜いてください。
そのまま使い続けると、ショートして火災になったり、�電する恐れがあります。
弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

本製品やパソコンを落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
与えてしま�た場合は、すぐにパソコンの電源スイッチをOFF にし、コン
セントから電源プラグを抜いてください。
そのまま使い続けると、ショートして火災になったり、�電する恐れがあります。
弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

本製品やパソコンに液体をかけたり、異物を�部に入れたりしないでくだ
さい。液体や異物��部に入�てしま�たら、すぐにパソコンの電源スイッ
チをOFF にし、コンセントから電源プラグを抜いてください。
そのまま使い続けると、ショートして火災になったり、�電する恐れがあります。
弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

風呂場など、水分や湿気�多い場所では、本製品を使用しないでください。
火災になったり、�電・故障する恐れがあります。

電源プラグを.
抜く

禁.止

電源プラグを.
抜く

水場での.
使�禁止

電源プラグを.
抜く

強.制

注意

強.制

強.制

電源プラグを.
抜く

強.制



本製品の取り付け／取り外しや、ソフトウェアをインストールするときな
ど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソ
コン�（ハードディスク�）のデータをMOディスク、フロッピーディス
ク�にバックアップしてください ｡
誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バッ
クアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。
バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責
任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ハードディスク�のデータは、必ず他のメディア（MOディスク ､フロッ
ピーディスク�）にバックアップしてください。
とくに修復、再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前・更新後と、常に
二重のバックアップを作成されることをおすすめします。以下のような場合にデー
タは消失、破損する恐れがあります。

・ 誤った使い方をしたとき
・ 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
・ 故障、修理などのとき
・ パソコンの電源スイッチを OFF にした直後に、すぐに電源スイッチを ON にした

とき
・ 天災による被害を受けたとき
上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した
場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

次の場所には設置しないでください。感電や火災の原因とな�たり、製品
やパソコンに悪影響を及ぼす�と�あります。

・強い磁界、静電気が発生するところ
  故障の原因となります。

・振動が発生するところ
  けが、故障、破損の原因となります。

・平らでないところ
  転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。

・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露する
ところ

  故障の原因となります。
・直射日光が当たるところ
  故障や変形の原因となります。

・火気の周辺、または熱気のこもるところ
  故障や変形の原因となります。

・漏電、漏水の危険があるところ
  故障や�電の原因となります。

・ほこりの多いところ
  故障の原因となります。

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に��てください。
条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

強.制

禁.止

強.制

強.制
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� SHD-NSUM��ーズ.ユーザーズマニュ��

ご使用になる前に
本製品を使用する前に知っておいていただきたいことを説明しています。必ずお
読みください。

本書の構成
本書は次のような構成になっています。

1　ご使�になる前に ..................... 本製品を使�する前に知っておいていただきたいことを説明し.
ています。

2　��の����の�� (Windows のみ ).. パ�コン��のハードディ�クのデータをOSごと本製品に���のハードディ�クのデータをOSごと本製品に�
�する手順を説明しています。。

3　取り付け .................................... 本製品をパ�コン��のハードディ�クと��する手順を説明��のハードディ�クと��する手順を説明
しています。います。

4. . .付録 .............................................. 付属��ト���の説明や本製品の���制���に�いて説明し���の説明や本製品の���制���に�いて説明しの説明や本製品の���制���に�いて説明し
ています。

パッケージの�容
パッケージには次のものが梱包されています。万一、不足しているものがありましたら、お買い
求めの販売店にご連絡ください。なお、製品の形状はイラストと異なることがあります。

●.本製品 .................................................................1 �本製品 .................................................................1 �..................................1 �

※ USB 接続での使�は、����時のみで使�してください。外付けUSB 接続の�トレージ
としての使�には対応しておりません。

1

コネクターカバー

●.ユーティ�ティー CD.......................................1 �ー CD.......................................1 �CD.......................................1 �

※.Acronis.True.Image.LE や Acronis Migrate Easy の�動� CDにもなっています。パ�コンや Acronis.Migrate.Easy の�動� CDにもなっています。パ�コンの�動� CDにもなっています。パ�コン
を�動�再�動するときはユーティ�ティー CDをパ�コンから取り�してください。�ー CDをパ�コンから取り�してください。�CDをパ�コンから取り�してください。��
のまま�動�再�動すると、Windows ��動する前に Acronis True Image LE や Acronis�動�再�動すると、Windows ��動する前に Acronis.True.Image.LE や Acronisや Acronis.
Migrate.Easy ��動すること��ります。��動すること��ります。

●.USB �ー�� ....................................................1 本�ー�� ....................................................1 本....................................................1 本............................................1 本.............1 本本

●.ユーザーズマニュ��（本書）.....................1 冊

※本書には、��書と本製品の��に�いての��を�めた�����されています。本製書には、��書と本製品の��に�いての��を�めた�����されています。本製には、��書と本製品の��に�いての��を�めた�����されています。本製
品の��をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に�管してください。

※.別紙で追加情報�同梱されているときは、必ず参照してください。



�SHD-NSUM��ーズ.ユーザーズマニュ��

作業のな�れ
次の手順で作業を行います。

Windows
次の手順で作業を行います。

パ�コンの��を本製品へ��する��を本製品へ��するを本製品へ��する本製品へ��する

▼

パ�コン及び周辺機器の電源�イッチをOFF にし、
バッテ�ー及び�ー��類を外す

▼

本製品を固�ディ�ク�ロットに取り付ける

▼

パ�コンの電源�イッチをONにする

Macintosh
次の手順で作業を行います。

バック�ップディ�クを使�してOSをイン�トー�
するときは、パ�コンのマニュ��を参照してバッ
ク�ップディ�クを作成する

▼

パ�コン及び周辺機器の電源�イッチをOFF にし、
バッテ�ー及び�ー��類を外す

▼

本製品を固�ディ�ク�ロットに取り付ける

▼

パ�コンの電源�イッチをONにする

▼

OSをイン�トー�する

▼

パ�コンを再�動する

「3取り付け」【P12】参照

「2��の�� (Windowsのみ )」
【P8】参照

パ�コンのマニュ��参照

「3.取り付け」【P12】参照

「OS をイン�トー�するとき
は」【P21】参照
※.バック�ップディ�クを使�
して OS をイン�トー�する
ときは、パ�コンのマニュ�
�を参照してください。



� SHD-NSUM��ーズ.ユーザーズマニュ��

環境の移行 (Windows のみ )
パソコンの環境を本製品に移行する手順を説明します。。

��では、Windows 用の付属ソフトウェア「Acronis.Migrate.Easy」を使�て環境を移行
する手�を説明します。
Macintosh の場合は、Acronis.Migrate.Easy を使用できませんので、パソコンのマニュア
ルを参照してバックアップを作成した後、「3.取り付け」(P12) へ進んでください。

パソコンの環境を本製品へ移行する
..�パソコン��のハードディスク�り本製品の容量��さい場合、環境を移行できません。
�Acronis Migrate Easy は RAI� 0 構成パソコンのハードディスク環境からのバックアッAcronis.Migrate Easy は RAI� 0 構成パソコンのハードディスク環境からのバックアッMigrate.Easy は RAI�.0 構成パソコンのハードディスク環境からのバックアッハードディスク環境からのバックアッ環境からのバックアッ
プは対応していません。

パソコンの環境を本製品に移行します。以下の手順で行ってください。

��の��とは？
パソコンのハードディスクに保存されたデータを、OS(Windows) ごと本製品にコピーする
ことです。環境移行することにより、本製品とパソコン内蔵のハードディスクを交換しても、
今までどおりお使いいただけます。

1 パソコンの電源をONにし、Windows を起動します。

2 本製品をU�Bケーブルでパソコンに接続します。

2

本製品

USB ケーブル
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3 ユーティリティー C�をパソコンにセットします。
Windows Vista をお使いの場合、ユーティリティー CD をセットすると、以下の画面が表
示されることがあります。その場合は、以下の箇所をクリックしてください。

             

※画面は、お使いのパソコンによって異なることがあります。

4 簡単セットアップ�起動したら、[終了 ] をクリックします。

5 パソコンを再起動します。

6 [Acronis.Migrate.Easy（完全版）] を選択します。

[Acronis.Migrate.Easy（完全版）] をク�ック
します。

[BInst.exe の実�］をク�ックします。 [ 続�］をク�ックします。

[ 終了 ] をク�ックします。
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7 [ ディスクのクローン作成 ]を選択します。

8 [ 次へ ] をクリックします。

 

9 [ 自動 ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

② [ 次へ ] をク�ックします。

① [ 自動 ] を選択します。

[ 次へ ] をク�ックします。

[ディ�クのクローン作成]をク�ックします。
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10 コピー�容�正しいか確認し、[次へ ] をクリックします。

11 [ 実行 ] をクリックします。

データのコピーが始まります。完了するまで、しばらくお待ちください。

12「ディスクのクローン作成�正常に完了しました。」と表示されたら、[OK] をク
リックします。

以上で完了です。続いて本製品をパソコンのハードディスクと交換します。次ページの「取り付
け」に進んでください。

[OK] をク�ックします。

[ 次へ ] をク�ックします。

[ 実� ] をク�ックします。
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3 取り付け
本製品をパソコンに取り付ける手順の例を説明しています。

●.パ�コンや本製品は精密機器です。必ず巻
頭の「安全にお使いいただくために必ずお
守りください」をお読みください。

●.パ�コンの電源�イッチを OFF にする前
に、すべての�プ��ー�ョンを終了し、
ハードディ�クなどに記録されている大切
なデータを、他のメディ�（�ロッピーディ
�クなど）に�存してください。

●.バック�ップディ�クを使�して OS をイ
ン�トー�するときは、パ�コンのマニュ
��を参照してバック�ップディ�クを作
成してください。

●.作�を��ときは、パ�コン本�のマニュ作�を��ときは、パ�コン本�のマニュ
��に記載されている注意��を必ずお守
りください。

●.取り付け作�を��前に、パ�コンの電源取り付け作�を��前に、パ�コンの電源
�ー��や AC ��プター、バッテ�ー�AC ��プター、バッテ�ー���プター、バッテ�ー�
を必ず外してください。【パ�コン本�のマ【パ�コン本�のマ
ニュ��を参照】
電源ケーブルや AC アダプター、バッテリーアダプター、バッテリー、バッテリー
等を外さずに取り付け作業を行うと、�電
する恐れがあります。

●.本製品の取り付け作�でパ�コン本�や本
製品を破損 / 故障した場合、パ�コンメー
カーや弊社では一切��致しかねます。
本製品の取り付け作業は、ご自身の責任で
行ってください。

●.弊社では、パ�コン本�（本製品を取り付
けたパ�コンを含む）に対する��は致し
かねます。

●.�電�に�る破損を��ため、本製品やパ�電�に�る破損を��ため、本製品やパ
�コン本�に触れる前に、身近な金属（ド
�ノ�や��ミサッ�など）に手を触れて、
身�の�電�を取り除いてください。
人体などからの静電気は、パソコン本体や
本製品を破損、またはデータを消失させる
恐れがあります。

●.パ�コン本�の��に�っては、本製品のパ�コン本�の��に�っては、本製品の
容量を全て使�できないこと��ります。
パソコンの仕様によって、使用できる容量
に制限があることがあります。お使いのパ
ソコンが本製品の容量に対応しているか
は、パソコンメー�ーにお問い合わせくだパソコンメー�ーにお問い合わせくだにお問い合わせくだ
さい。

●.次の物を�意してください。
・パソコンと周辺機器のマニュアル
・ドライバーなどの工具

取り付け作業を行うと、パソコンメーカーの保証が受けられなくなることがあります。
本製品をパソコンに取り付ける場合、パソコンを分解する必要があります。パソコンメー�ーパソコンメー�ー
によっては、パソコンを分解すると保証が受けられなくなくことがありますので、あらかじ
めご了承ください。

取り付けの前に必ずお読みください必ずお読みください
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取り付け手�例
本製品は、パソコン（DOS/V、Macintosh）に取り付けることができます。本製品のコ�クター�バー。本製品のコ�クター�バー本製品のコ�クター�バー
を外した後、以下の例を参考に取り付けてください。

取り付け手順は、お使いのパソコンによって異なります。
本書で紹介している取り付け手順は一例です。お使いのパソコンによっては手順が異なり
ますので、あらかじめご了承ください。なお、本書の記載内容に従って作業を行いパソコ
ンや本製品が破損 / 故障した場合であっても、弊社は一切の保証を致しかねます。

パソコンメーカーおよび弊社への取り付け手順に関するお問い合わせはご遠慮ください。
弊社では、パソコンへの取り付け方法に関するお問い合わせを承っておりません。また、
パソコンメー�ーへのお問い合わせもご��ください。へのお問い合わせもご��ください。

DOS/V パ�コンの場合パ�コンの場合................ P14 を参照して取り付けてください。

Macintosh の場合......................... P15 を参照して取り付けてください。。

カバー�り カバーなし

外します



14 SHD-NSUM シリーズ ユーザーズマニュアル

3 ハードディスクユニットを取り外します。

	��ク�ー������������ク�ー��������������������
いよう�注意して、取り外してく
ださい。

 ネジを外す

 �ー�����ユニ��を�����ー�����ユニ��を������

 �ー�����ユニ��を��外す�ー�����ユニ��を��外す

DOS/V ������取り�����������取り�����取り�����
東芝社製「dynabook PX/820LL」での取り付け手順の例を説明します。

1 �������をO�� �し��、������ニ���を��して、���ー��をO�� �し��、������ニ���を��して、���ー������ニ���を��して、���ー���ー
ブ�や AC�ダプ�ー、バッテリー等を取り外します。。

2 ������ニ���を��して、�����カバーを開きます。

 ネジを外す

 ��ーを外す��ーを外す

�ー�����ユニ��

�ー����� 本製品

��ー

4 ハードディスクを本製品�交換します。

 ネジを外す

 �ー���������ーを������ーを����ーを��を����
外す

 本製品���ーを��������ーを�������ーを�����を�����

 本製品をネジ��す�をネジ��す�

��ー

��ー
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5 本製品をパソコンに取り付けます。をパソコンに取り付けます。

. 本製品をパ�コンに接続する本製品をパ�コンに接続するをパ�コンに接続する

. 本製品をパ�コンにネジ止めする本製品をパ�コンにネジ止めするをパ�コンにネジ止めする

6 パソコンのカバー、バッテリー、電源ケーブルや ACアダプターの�にパソコ、バッテリー、電源ケーブルや ACアダプターの�にパソコ
ンに取り付けます。。

取り外した手順と逆の手順で取り付けてください。

以上で取り付けは完了です。

Macintosh への取り付け手�例への取り付け手�例取り付け手�例
Apple 社製「MacBook MB062J/A」での取り付け手順の例を説明します。

1 パソコンの電源をOFFにした後、電源ケーブルやACアダプターを取り外します。電源をOFFにした後、電源ケーブルやACアダプターを取り外します。

2 パソコンのマニュアルを参照して、パソコンのバッテリーを取り外します。バッテリーを取り外します。。

. ロックを外すロックを外すを外す

. バッテ�ーを取り外すバッテ�ーを取り外す

3 Ｌ字のカバーを取り外します。を取り外します。

. ネジを外す

. �字のカバーを取り外す�字のカバーを取り外す �字のカバー
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3 ハードディスクユニットを取り外します。

. テープを�き�すテープを�き�す

. テープを�っ�ってハードディ�クテープを�っ�ってハードディ�ク
ユニットを�き抜く抜く

. ハードディ�クユニットを取り外すハードディ�クユニットを取り外す

ハードディ�ク 本製品

カバー

4 ハードディスクを本製品に交換します。

. ネジを外す

. ハードディ�クをカバーから取り
外す

. 本製品をカバーに取り付ける取り付ける

. 本製品をネジ止めするをネジ止めする

5 本製品をパソコンに取り付けます。をパソコンに取り付けます。

. テープを本製品に巻き�むテープを本製品に巻き�む

. 本製品をパ�コンのコネクターに本製品をパ�コンのコネクターにをパ�コンのコネクターにのコネクターに...
接続する

6 パソコンのカバー、バッテリー、電源ケーブルや ACアダプターの�にパソコ、バッテリー、電源ケーブルや ACアダプターの�にパソコ
ンに取り付けます。。

取り外した手順と逆の手順で取り付けてください。

以上で取り付けは完了です。

ハードディ�ク
ユニット

テープ

カバー

テープ
ハードディ�ク
ユニット
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付録

バックアップ
バックアップの必要性
ハードディスクや本製品などに�えられた重要なデータを保�するために、外部のメディアにや本製品などに�えられた重要なデータを保�するために、外部のメディアにに�えられた重要なデータを保�するために、外部のメディアに
データの複製を作成することを「バックアップ」といいます。大容量ハードディスクや本製品なや本製品な
どには、日々大量のデータが��されます。事故や人為的な�スなど不�の事�でデータを失うには、日々大量のデータが��されます。事故や人為的な�スなど不�の事�でデータを失う
ことは、業務上大きな損失となります。
Windows の場合、付属ソフト�ェア「Acronis �r�e ��a�e LE」でバックアップを作成することの場合、付属ソフト�ェア「Acronis �r�e ��a�e LE」でバックアップを作成すること、付属ソフト�ェア「Acronis �r�e ��a�e LE」でバックアップを作成することソフト�ェア「Acronis �r�e ��a�e LE」でバックアップを作成すること「Acronis �r�e ��a�e LE」でバックアップを作成することバックアップを作成すること作成すること
ができます。詳しくは、「付属ソフト�ェアの�要」（P18）を参�してください。ソフト�ェアの�要」（P18）を参�してください。の�要」（P18）を参�してください。

. ハードディスクや本製品などを使用する場合は、���にバックアップを作成してくだや本製品などを使用する場合は、���にバックアップを作成してくだを使用する場合は、���にバックアップを作成してくだ
さい。

バックアップ用のメディア
バックアップ用のメディアには次のようなものがあります。

・�ットワーク (LAN) サーバーサーバー　　・増設ハードディスク　　・Bl��ray Disc　　　　・Bl��ray Disc　　・Bl��ray Disc　　　

・DVD�R/RW　　・DVD�R/RW　　・DVD�R/RW・DVD�R/RW　　・DVD�RAM　　・CD�R/RW　　・フロッピーディスク　　　・CD�R/RW　　・フロッピーディスク　　・CD�R/RW　　・フロッピーディスク　　

・光磁気ディスク（MO）

大容量ハードディスクや本製品などのバックアップ�としてフロッピーディスクを選んだ場合、や本製品などのバックアップ�としてフロッピーディスクを選んだ場合、のバックアップ�としてフロッピーディスクを選んだ場合、
大量のフロッピーディスクが必要になります。また時間もかかるため、効率的な手段とはいえま
せん。可能な限り容量の大きいメディアにバックアップすることをおすすめします。

増設ハードディスクにバックアップする場合は、そのハードディスクをバックアップ専用にする
ことをおすすめします。

バックアップデータの復元（リストア）
バックアップデータを元のハードディスクや本製品などに復元することをリストアといいます。や本製品などに復元することをリストアといいます。に復元することをリストアといいます。
リストアコマンド／ツールは、一般的にバックアップコマンド／ツールで指定されたもの以外は
使用できません。マニュアルなどで確認してください。

4 

メンテナンス（Windows のみ）（Windows のみ）
Windows 付属のツールを使用したハードディスクや本製品のメンテナンスについて説明します。や本製品のメンテナンスについて説明します。のメンテナンスについて説明します。

ハードディスクや本製品の�ラーチェック（ス��ンディスク）や本製品の�ラーチェック（ス��ンディスク）の�ラーチェック（ス��ンディスク）
Windows には、ハードディスクや本製品の�ラー（異常）をチェックするためのツールが付属や本製品の�ラー（異常）をチェックするためのツールが付属の�ラー（異常）をチェックするためのツールが付属
しています。このツールは�ラーを修復することもできます。ハードディスクや本製品を安全にや本製品を安全にを安全に
使用するために、ハードディスクや本製品を定期的にチェックすることをおすすめします。や本製品を定期的にチェックすることをおすすめします。を定期的にチェックすることをおすすめします。

.エラーのチ�ック方法は、Windows のヘ�プやマニュ��を参照してください。
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付属ソフトウェアの概要（Windows のみ）ソフトウェアの概要（Windows のみ）の概要（Windows のみ）（Windows のみ）
ここでは本製品に付属のソフト�ェアの�要を説明します。各ソフト�ェアのインストール方法
は「付属ソフト�ェアのインストール」（P20）を参�してください。�ェアのインストール」（P20）を参�してください。のインストール」（P20）を参�してください。

各ソフト�ェアのマニュアル (PDF ファイル ) を読むには、Acrobat Reader( または Adobe 
Reader) が必要です。パソコンにインストールされていないときは、付属 CD を使ってインストー
ルしてください。使いかたについては、ヘルプファイルをご参�ください。

Acronis.True.Image.LE
Acronis �r�e ��a�e LEは、バックアップを作成するソフト�ェアです。Windowsを起動したままバッ
クアップを作成できます。データのバックアップだけでなく、OS のインストールされた領域のバッ
クアップも可能です。システムの入った領域を他の領域にバックアップしておけば、システムの入っ
た領域に何かあった場合、復旧が容易に行えます。

Acronis.True.Image.LE は、「Acronis.Migrate.Easy」や「Acronis.�isk.�irector.LE」�り先
にインストールしてください。先にインストールしないと、正常にインストールできない�先にインストールしないと、正常にインストールできない�、正常にインストールできない�
と�あります。

●.できること
・ バックアップ（イメージ）の作成と復元
・ パーティションの再配置とサイズ変更
・ Windows のすべてのファイルシステム（FA� 16/32、N�FS）をサポート

●.使いかた
Acronis �r�e ��a�e LE のマニュアルを参�してください。Acronis �r�e ��a�e LE のマニュア
ルは、付属のユーティリティー CD をパソコンにセットしたときに表示される「��セットアッユーティリティー CD をパソコンにセットしたときに表示される「��セットアッCD をパソコンにセットしたときに表示される「��セットアッ
プ」から [ �付ソフトのマニュアルを�る � � [�r�e ��a�e LE のマニュアルを�る � の順に選�付ソフトのマニュアルを�る � � [�r�e ��a�e LE のマニュアルを�る � の順に選� � [�r�e ��a�e LE のマニュアルを�る � の順に選� [�r�e ��a�e LE のマニュアルを�る � の順に選[�r�e ��a�e LE のマニュアルを�る � の順に選�る � の順に選� の順に選の順に選選
択すると表示されます。すると表示されます。ます。

Acronis.Migrate.Easy
Acronis Mi�rate Easy は、ハードディスクに保存された内容を本製品や他のハードディスクに転�（コピー）本製品や他のハードディスクに転�（コピー）他のハードディスクに転�（コピー）
するソフト�ェアです。データの転�だけでなく、Windows の設定やメールの設定、ディ�クトリー構成ディ�クトリー構成構成
など、ハードディスク全体の情報をそのまま本製品や他のハードディスクに転�できます。また、本製品本製品や他のハードディスクに転�できます。また、本製品他のハードディスクに転�できます。また、本製品本製品
やコピーするハードディスクの容量に合わせてパーティションのサイズを変更でき、新しいパーティショコピーするハードディスクの容量に合わせてパーティションのサイズを変更でき、新しいパーティショ
ンを作成することもできます。

. �Acronis Migrate Easy を使用するには、本製品やハードディスク (パソコン��も�� )�Acronis Migrate Easy を使用するには、本製品やハードディスク (パソコン��も�� )Acronis.Migrate.Easy を使用するには、本製品やハードディスク (パソコン��も�� )本製品やハードディスク (パソコン��も�� )ハードディスク (パソコン��も�� )パソコン��も�� ))
�接続されている必要�あります。パソコンにハードディスクを 2台以上取り付けで
きない場合は、外付けのハードディスクをご利用ください。
�Acronis Migrate Easy は RAI� 0 構成パソコンのハードディスク環境からのバックアッAcronis.Migrate Easy は RAI� 0 構成パソコンのハードディスク環境からのバックアッMigrate.Easy は RAI�.0 構成パソコンのハードディスク環境からのバックアッハードディスク環境からのバックアッ環境からのバックアッ
プは対応していません。

●.できること
・ 設定やディ�クトリー構成などを変えることなく本製品や他のハードディスクへのデータ転�ディ�クトリー構成などを変えることなく本製品や他のハードディスクへのデータ転�構成などを変えることなく本製品や他のハードディスクへのデータ転�本製品や他のハードディスクへのデータ転�他のハードディスクへのデータ転�
・ 転�したパーティションサイズの変更やパーティションの位置の移動
・ 新しいパーティションの作成
・ 新しい起動用ディスクまたはデータスト�ージデバイスの作成

●.使いかた
Acronis Mi�rate Easy のヘルプを参�してください。Acronis Mi�rate Easy インストール後に
Acronis Mi�rate Easy のメニューから [ ヘルプ ��[ ヘルプ � をクリックすると表示されます。
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Acronis.�isk.�irector.LE
Acronis Disk Director LE は、保存されたデータを消すことなくパーティションのサイズを変更し
たり、コピーしたり、移動することができるソフト�ェアです。また、新しいパーティションを
作成し、フォーマットすることもできます。

●.できること
・ パーティションの作成
・ パーティションのサイズを変更やパーティションを移動
・ パーティションの内容の移動
・ パーティションの削除

●.使いかた
Acronis Disk Director LE のマニュアルを参�してください。Acronis Disk Director LE のマニュ Disk Director LE のマニュDisk Director LE のマニュ
アルは、付属のユーティリティー CD をパソコンにセットしたときに表示される「��セットユーティリティー CD をパソコンにセットしたときに表示される「��セットCD をパソコンにセットしたときに表示される「��セット
アップ」から [ �付ソフトのマニュアルを�る � � [Disk Director LE のマニュアルを�る � の�付ソフトのマニュアルを�る � � [Disk Director LE のマニュアルを�る � の� � [Disk Director LE のマニュアルを�る � の� [Disk Director LE のマニュアルを�る � の[Disk Director LE のマニュアルを�る � の�る � の� のの
順に選択すると表示されます。。

Acronis.�riveCleanser
ハードディスク全体や個別のパーティションのデータ、本製品内のデータを完全に削除するソフ、本製品内のデータを完全に削除するソフを完全に削除するソフ
ト�ェアです。
Acronis DriveCleanser で削除したデータは、ファイル復旧ユーティリティーなどでも復旧できまユーティリティーなどでも復旧できまなどでも復旧できま
せん。パソコンやハードディスク、本製品の�棄時など、データを完全に削除したい場合にお使、本製品の�棄時など、データを完全に削除したい場合にお使の�棄時など、データを完全に削除したい場合にお使
いください。

●.できること
・ ハードディスク全体のデータ完全消去
・ パーティションのデータ完全消去
・ 本製品全体のデータ完全消去本製品全体のデータ完全消去データ完全消去

●.使いかた
Acronis DriveCleanser のマニュアルを参�してください。Acronis DriveCleanser のマニュアルマニュアルを参�してください。Acronis DriveCleanser のマニュアルを参�してください。Acronis DriveCleanser のマニュアル
は、付属のユーティリティー CD をパソコンにセットしたときに表示される「��セットアッユーティリティー CD をパソコンにセットしたときに表示される「��セットアッCD をパソコンにセットしたときに表示される「��セットアッ
プ」から [ �付ソフトのマニュアルを�る � � [Acronis DriveCleanser のマニュアルを�る � の�付ソフトのマニュアルを�る � � [Acronis DriveCleanser のマニュアルを�る � の� � [Acronis DriveCleanser のマニュアルを�る � の� [Acronis DriveCleanser のマニュアルを�る � のAcronis DriveCleanser のマニュアルを�る � の�る � の� のの
順に選択すると表示されます。。

�isk.Formatter
Disk For�atter は、ハードディスクなどのドライブ機器 ( 本製品を含む ) を��にフォーマットするこ( 本製品を含む ) を��にフォーマットするこを��にフォーマットするこ
とができるソフト�ェアです。

. Windows.Vista をインストールした�� (ハードディスクや本製品 )で使用しないでください。をインストールした�� (ハードディスクや本製品 )で使用しないでください。。
�isk.Formatter でフォーマットすると、フォーマット後にWindows �起動しなくなる�と
�あります。

●.できること
・ パソコンに増設したハードディスクのパーティション作成やフォーマットが��に行えます。

MO、スマートメディア、コンパクトフラッシュなどリムーバブルメディアもフォーマットでき
ます。

・ 論理フォーマットだけでなく物理フォーマットも可能です。
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●.使いかた
Disk For�atter のマニュアルを参�してください。Disk For�atter のマニュアルは、付属のユーユー
ティリティー CD をパソコンにセットしたときに表示される「��セットアップ」から [ �付CD をパソコンにセットしたときに表示される「��セットアップ」から [ �付�付
ソフトのマニュアルを�る � � [Disk For�atter のマニュアルを�る � の順に選択すると表示さ� � [Disk For�atter のマニュアルを�る � の順に選択すると表示さ� [Disk For�atter のマニュアルを�る � の順に選択すると表示さDisk For�atter のマニュアルを�る � の順に選択すると表示さを�る � の順に選択すると表示さ選択すると表示さすると表示さ
れます。ます。

付属ソフトウェアのインストール（Windows のみ）ソフトウェアのインストール（Windows のみ）のインストール（Windows のみ）（Windows のみ）
付属のユーティリティー CD には、付属ソフト�ェア が�録されています。以下の手順でインスユーティリティー CD には、付属ソフト�ェア が�録されています。以下の手順でインスCD には、付属ソフト�ェア が�録されています。以下の手順でインス付属ソフト�ェア が�録されています。以下の手順でインス が�録されています。以下の手順でインス
トールしてください。

. Acronis.TrueImage.LE は、「Acronis.Migrate.Easy」や「Acronis.�isk.�irector.LE」�り先に
インストールしてください。「Acronis.Migrate.Easy」や「Acronis.�isk.�irector.LE」を先に
インストールした場合、正常にインストールできない�と�あります。

1 付属のユーティリティー C�をパソコンにセットします。ユーティリティー C�をパソコンにセットします。C�をパソコンにセットします。
��セットアップが起動します。
※��セットアップが起動しないときは、［マイ コンピュータ ( またはコンピュータ )］内の

CD�ROM ドライブのアイコンをダブルクリックしてください。
※ Windows Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[B�nst.exe の実行� をクリッ

クしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示され
たら、[ 続行 � をクリックしてください。

2 インストールしたいソフトウェアを選択し、[開始 ] をクリックします。

以降は画面の指示に従ってインストールしてください。

. �シリアル番号の入��要求されたときは、本書表紙に記載されている番号を入�してください。
�再起動を要求されたときは、ユーティリティー C�をパソコンから取り出した後、��に��ユーティリティー C�をパソコンから取り出した後、��に��C�をパソコンから取り出した後、��に��
て再起動してください。ユーティリティー C�をパソコンにセットしたまま再起動すると、ユーティリティー C�をパソコンにセットしたまま再起動すると、C�をパソコンにセットしたまま再起動すると、
Acronis.True.Image.LE や Acronis Migrate Easy �起動する�と�あります。Acronis Trueや Acronis.Migrate.Easy �起動する�と�あります。Acronis True�起動する�と�あります。Acronis.True.
Image.LE や Acronis Migrate Easy �起動したときは、ユーティリティー C�をパソコンかや Acronis.Migrate.Easy �起動したときは、ユーティリティー C�をパソコンか�起動したときは、ユーティリティー C�をパソコンかユーティリティー C�をパソコンかC�をパソコンか
ら取り出してから Acronis.Ture.Image.LE や Acronis Migrate Easy を終了してください。パや Acronis.Migrate.Easy を終了してください。パを終了してください。パ
ソコン�再起動してWindows �起動します。
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O� をインストールするときは
パソコンに取り付けた本製品に OS をインストールするときに参�してください。ときに参�してください。。

. �詳しい手順はOSのマニュ��、またはパ�コンのマニュ��を参照してください。
. �本製品を�動ドライ�にしない場合は、OSをイン�トー�する必要は�りません。

ご注意
OS をインストールするときは、以下のことにご注意ください。をインストールするときは、以下のことにご注意ください。。

●.本書に記載されているイン�トー�手順は一例です。必ず使�しているパ�コンとOS のマ
ニュ��を参照してください。

●.OS をイン�トー�や��ーマットする前に、ハードディ�クや本製品の��をも�一���をイン�トー�や��ーマットする前に、ハードディ�クや本製品の��をも�一�����ーマットする前に、ハードディ�クや本製品の��をも�一���や本製品の��をも�一���の��をも�一���
してください。
OS のインストールやフォーマットをすると、選択したドライブ内のデータはすべて消去されのインストールやフォーマットをすると、選択したドライブ内のデータはすべて消去されフォーマットをすると、選択したドライブ内のデータはすべて消去されをすると、選択したドライブ内のデータはすべて消去されすると、選択したドライブ内のデータはすべて消去され選択したドライブ内のデータはすべて消去され内のデータはすべて消去され
ます。誤って大切なデータやプログラムを消去してしまうことのないように、フォーマットす
るドライブのドライブ名を必ず確認しておいてください。

●.OS のイン�トー�や��ーマット�は、�対にパ�コンの電源�イッチをOFF にしたり、パのイン�トー�や��ーマット�は、�対にパ�コンの電源�イッチをOFF にしたり、パ��ーマット�は、�対にパ�コンの電源�イッチをOFF にしたり、パ
�コンを再�動しないでください。
ディスクが破損するおそれがあります。また、その後の動作に関しても保証できませんのでご
注意ください。

●.��ーマット時の制�に�いて��ーマット時の制�に�いて
Windows Vista/XP/2000 では OS のインストール中に本製品をフォーマットする必要がありまでは OS のインストール中に本製品をフォーマットする必要がありま
す。画面の指示に従ってフォーマットしてください。なお、FA�32 形式でフォーマットする
場合は、1 パーティションあたりの最大サイズが、32.7GB となります。Windows XP/2000 を
お使いの場合は、付属ソフト�ェア「DiskFor�atter」でフォーマットすれば、32.7GB 以上の
容量も 1 パーティションでフォーマットできます。

. ※��ーマット形式（NTFS、FAT32、FAT16）に�いては、次ページを参照してください。
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FAT16、FAT32、NTF� の特徴

FA�16、FA�32、N�FS には、それぞれ次のような長所と短所があります。
※.ここでは、���ーマット形式の一��な��を説明しています。本製品は、ここでは、���ーマット形式の一��な��を説明しています。本製品は、は、���ーマット形式の一��な��を説明しています。本製品は、、���ーマット形式の一��な��を説明しています。本製品は、���ーマット形式の一��な��を説明しています。本製品は、を説明しています。本製品は、。本製品は、.......
Windows.Me/98SE/98/95/NT/3.1.、DOS などには対応しておりませんのでご注意くだ、DOS などには対応しておりませんのでご注意くだなどには対応しておりませんのでご注意くだ
さい。

FAT16 長所 Windows 95（4.00.950/4.00.950a）、Windows N�、Windows 3.1、
DOS でも使用できる。

 短所 ・1 つの領域として確保できる容量は最大 2047MB まで。

　　  ・確保する容量が大きくなるとクラスターサイズも大きくなり、ディクラスターサイズも大きくなり、ディサイズも大きくなり、ディ
スクの使用が非効率的になる。

FAT32 長所 ・クラスターサイズが FA�16 よりも小さく、ディスクを効率的に使用でサイズが FA�16 よりも小さく、ディスクを効率的に使用で
きる。

 短所 ・Windows 95（4.00.950/4.00.950a）、Windows N�、Windows 3.1、
DOS などでは使用できない。

  ・1 ファイルの容量は最大 4GB まで。

  ・確保する領域が 512MB 以下のときは、FA�16 としてフォーマット
される（FA�32 としてはフォーマットできません）。

NTFS 長所 ・1 ファイルが 4GB 以上でも保存できる。

 短所 ・Windows Me/98SE/98/95（4.00.950/4.00.950a）、Windows N�、
Windows 3.1、DOS などでは使用できない。
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パソコン付属の C�-ROMからインストールする
インストール手順はパソコンのマニュアルを参�してください。

. 137GB 以上の製品にWindows XP/2000 をインストールする場合は、O�のインストールにWindows.XP/2000 をインストールする場合は、O�のインストールは、O�のインストール
後に、次�ージの「137GB 以上の製品をお買い上げの方へ」の手�を実行してください。、次�ージの「137GB 以上の製品をお買い上げの方へ」の手�を実行してください。を実行してください。
実行しないと、データ�破損、消滅する恐れ�あります。

. OS をイン�トー�した後、本製品�に�使�����る場合は、パーティ�ョンを作成本製品�に�使�����る場合は、パーティ�ョンを作成�に�使�����る場合は、パーティ�ョンを作成
し、��ーマットしてください。

Windows.Vista/XP/2000 のインストール
インストール手順は Windows のマニュアルを参�してください。インストール中にフォーマッ
トが実行されるので、画面に表示されるメッセージに従って操作してください。

インストール手�
Windows を新規にインストールする場合の一般的な手順は、次のとおりです ｡

本製品をパ�コンに取り付けるをパ�コンに取り付ける

▼

Windows の�動ディ�クから�動する

▼

Windows をイン�トー�する【�OSのマニュ��を参照】

▼

パ�コンを再�動する

. Windows.XP/2000 で 137GB 以上の本製品をお使いの場合は、O�のインストール後に、137GB 以上の本製品をお使いの場合は、O�のインストール後に、本製品をお使いの場合は、O�のインストール後に、製品をお使いの場合は、O�のインストール後に、、
次の「137GB 以上の製品をお買い上げの方へ」の手�を実行してください。実行しないと、を実行してください。実行しないと、
データ�破損、消滅する恐れ�あります。

Mac.O� のインストールのインストール
インストール手順は、Mac OS のマニュアルを参�してください。
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137GB 以上の製品をお買い上げの方へ
(Windows.XP/2000 のみ )

OS をインストールした後に以下の手順を行ってください

Windows.XP/2000 で 137GB 以上の本製品を使用する場合、以�の手�で 137GB 以上の本製品を使用する場合、以�の手�137GB 以上の本製品を使用する場合、以�の手�以上の本製品を使用する場合、以�の手�以�の手�
を行�ないとデータ�破損�消滅する恐れ�あります。必ず以�の手�
を行�てください。

※.137GB ��の製品の場合は、�下の手順を��必要�りません。��の製品の場合は、�下の手順を��必要�りません。。

■サービスパックの確認をする

1 ����→パソコンの�に電源スイッチをONにします。

2 [ スタート ] メニュー�（Windows.2000 の場合はデスクトップ）の [ マイコ
ンピュータ ]を右クリックし、[プロパティ ] をクリックをします。をクリックをします。クリックをします。
プロパティ画面が表示されます。

3
Windows.XP の場合は「Service.Pack.2」�上、
Windows.2000 の場合は「Service.Pack.3」�
上�表示されていることを��してください。

表 示 さ れ て い な い 場 合 は、Windows.
Update(http://windowsupdate.microsoft.
com/) からイン�トー�してください。

Windows XP をお使いの方は、以上で完了です。をお使いの方は、以上で完了です。
Windows 2000 をお使いの方は、続いて「ユーティリティーを実行する（Windows 2000 のみ）」
の手順を行ってください。

■ユーティリティーを実行する（Windows 2000 のみ）ーを実行する（Windows 2000 のみ）を実行する（Windows 2000 のみ）（Windows.2000 のみ）

1 パソコンの C�-ROMドライブに付属 C�をセットします。
��セットアップが起動します。
��セットアップが起動しないときは、［マイ コンピュータ ( またはコンピュータ )］内またはコンピュータ )］内)］内
の CD�ROM ドライブのアイコンをダブルクリックしてください。

2 「137GB 以上の製品をご購入の方へ」を選択し、[開始 ] をクリックします。
以降は画面の指示に従って実行してください。
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仕�
最新の製品情報や対応機種については、�タログまたはインター�ットホームページ（b�ffalo.jp）
を参�してください。

セクターサイズ 512byte
電源仕様 5V ± 0.25V
消費電力 平均 : 2000�W、最大 : 3750�W
動作環境 温度 0 ～ 70℃　湿度 20％～ 80％（結露なきこと）

インターフェース SA�A 2.5 Specification 準拠
USB 2.0 Specification 準拠

対応機種
シリアル A�A ポートを標準搭載する次の機種

・DOS/V 機（OADG 仕様）
・Apple 社製 MacBook

対応 OS ・DOS/V : Windows Vista/XP/2000
・Macintosh : Mac OS X 10.4.8 以降
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Memo
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発行. . 株式会社バッファロー

「Acronis.True.Image.LE」、「Acronis.Migrate.Easy」、「Acronis.�isk.�irector.LE」、「Acronis、「Acronis.
�riveCleanser」の�作方�や製品��は、�記��までお�い合�せください。の�作方�や製品��は、�記��までお�い合�せください。��までお�い合�せください。までお�い合�せください。
※株式会社バッファローでは、「Acronis �r�e ��a�e LE」、「Acronis Mi�rate Easy」、「Acronis 

Disk Director LE」、「Acronis DriveCleanser」に関するお問い合わせは受け付けておりま、「Acronis DriveCleanser」に関するお問い合わせは受け付けておりまに関するお問い合わせは受け付けておりま
せん。あらかじめご了承ください。

お�い合�せ先. 株式会社ラネクシーラネクシー

　【サポート��】
. インター�ット：　http://www.r�nexy.co.jp/s�pport/b�ffalo.ht�l  
 �EL： 0570�032610( 携帯電話・PHS では繋がりません )
   電話： 受付時間　月～金曜日 9:00 ～ 17:00（夏季・年末年始・特定休業日・祝祭日を除く）
※.サポートセンターのご利�にはユーザー�録�必要になります。ユーザー�録をするこユーザー�録�必要になります。ユーザー�録をするこ�録�必要になります。ユーザー�録をするこユーザー�録をするこ�録をするこ
とに�り、バージョン�ップ情報や�の他ラネク�ー製品のお�な����のお知らせラネク�ー製品のお�な����のお知らせ製品のお�な����のお知らせ
など�届きます。（希望する場合のみ）

　【ユーザー�録】ユーザー�録】�録】
. https://www.r�nexy.co.jp/s�pport/si�nin.ht�l
※.�録後、サポートを受ける際に必要になる製品�����発�されます。
※.ラネク�ー社の��ト���と製品本�（�式�社バッ��ロー）のユーザー�録は別�ラネク�ー社の��ト���と製品本�（�式�社バッ��ロー）のユーザー�録は別�社の��ト���と製品本�（�式�社バッ��ロー）のユーザー�録は別�ユーザー�録は別��録は別�
に��必要��ります。バッ��ローのユーザー�録も�れずに�ってください。ユーザー�録も�れずに�ってください。�録も�れずに�ってください。

ハードディスクや本製品の破棄����交換�修理�の注意や本製品の破棄����交換�修理�の注意の破棄����交換�修理�の注意
「削除」や「��ーマット」したハードディ�クや本製品上のデータは、完全には��されていません。お���、������や本製品上のデータは、完全には��されていません。お���、������上のデータは、完全には��されていません。お���、������
������を��際に、ハードディ�クや本製品上の�要なデータ���するとい�トラ��を��するためには、ハーや本製品上の�要なデータ���するとい�トラ��を��するためには、ハー上の�要なデータ���するとい�トラ��を��するためには、ハー
ドディ�クや本製品に記録された全データを、お��の��において��すること���に�要となります。や本製品に記録された全データを、お��の��において��すること���に�要となります。に記録された全データを、お��の��において��すること���に�要となります。
万一、.お��の個人データ�漏洩しトラ���発生したとしましても、弊社は�の��を負いかねますので�らかじめ
ご了承ください。
付属の Acronis.DriveCleanser を�いてデータを完全に��するか、����に完全��作�を依頼することをおすすめを�いてデータを完全に��するか、����に完全��作�を依頼することをおすすめ
します。
詳しくは.http://buffalo.jp/support_s/hddata.html.をご参照ください。
※.��ト���を削除することなくハードディ�クや本製品、パ�コンを��すると、��ト���ライセン�使��や本製品、パ�コンを��すると、��ト���ライセン�使��パ�コンを��すると、��ト���ライセン�使��
諾契�違反になること��りますのでご注意ください。
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��� の取り付け手�やO�のインストールに�してのお�い合�せは、�社サポートO�のインストールに�してのお�い合�せは、�社サポートのインストールに�してのお�い合�せは、�社サポート
センターでは承�ておりません。あらかじめご了承ください。
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