耐衝撃ボディ採用 ポータブルタイプ HD 新登場!!

耐衝撃ボディ採用 バスパワー対応 ポータブル
タイプ USB 2.0 外付型 HD ユニット

LHD-PS40U2WH

製品画像

品番

容量

標準価格

バーコード

LHD-PS40U2WH

40GB

オープン

4992072417960

★☆★ 製品の特長 ★☆★
■ 「耐衝撃ボディ」を採用していますので、万一の落下の際に、HD ドライブを衝撃から守ります。普段の取り扱い、およ
び持ち運び時に安心なモデルです。
衝撃を直接 HD ドライブに伝えない「耐衝撃ボディ」を採用：
本製品の耐衝撃ボディは、HD ドライブを全方向から「衝撃吸収素材」のクッションで支える、「フローティング構造」に
なっています。HD ドライブが、外装ケースに接触しない構造です。外部から受けた衝撃はクッションに吸収され、直
接 HD ドライブには伝わりません。落下時に HD ドライブが破損する危険性が、格段に低いモデルです。
落下高さ：50cm
落下面：合板
落下方法：8 角／12 辺／6 面の全 26 方向を各 1 回落下
※耐衝撃ボディは、衝撃により HD ドライブが破損しないことを保証するものではありません。また、外装ケースの破
損、動作中の HD ドライブの破損を防ぐものではありません。いかなる場合でも、HD ドライブに保存されたデータの補
償は致しかねます。
■ 「80（幅）×138（奥行き）×18（高さ）mm」「170g（質量）」と、小型で軽量です。シャツの胸ポケットに入ってしまう大きさ
ですので、持ち運びに便利です。
■ HD ドライブには「流体軸受ドライブ」を採用していますので、とても静かで耐衝撃性にも優れています。また、「冷却フ
ァン不要」の静音設計を実現していますので、冷却ファンによる騒音の発生もありません。
■ 「USB バスパワー対応」ですので、USB ポートから供給される電源で動作可能です。AC アダプタ等の外部電源は不
要ですので、ケーブル一本でパソコンと接続できます。コンセントの空きなどを心配する必要がなく、使用場所を選び
ません。手軽に持ち運んで利用することができます。「USB 補助電源ケーブル」を付属していますので、バスパワー
不足の場合等に、パソコンの空いている USB ポートから HD ユニットへ給電することができます。USB バスパワーで
の動作をより確実にしています。
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■ 高速で簡単接続を実現する「USB 2.0 High-Speed」に対応しています。ケーブルを差し込むだけの簡単接続で使用
できますので、導入が容易です。ホットプラグが可能ですので、複数のパソコンのデータのバックアップやパソコン間
でのデータ交換を容易に行うことができます。従来の USB 1.1 対応の USB ポートに接続することも可能です。
■ Windows と Macintosh に対応した、「マルチプラットフォーム」の HD ユニットです。パソコン標準搭載の USB ポートに
接続する場合、「OS 標準のドライバ」で動作が可能です。面倒なインストール作業は不要ですので、接続すればその
まま使えます。外出先での使用も容易です。（Windows 98 の環境は除きます。）
■ HD ドライブを「フォーマット（FAT32）」した状態で出荷しますので、導入時に時間のかかるフォーマットを行う必要があ
りません。接続すればマイコンピュータやデスクトップにドライブアイコンが表示されますので、すぐにアクセスするこ
とができます。（Mac OS X 10.1 〜 10.1.5 の環境は除きます。）
■ 本製品は、EU の「RoHS 指令（電器・電子機器に対する特定有害物質の使用制限）」に準拠した、環境にやさしい製
品です。RoHS 指令の対象物質である鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール、ポリ臭化ジフェニル
エーテルについて、許容値をクリアしています。
■ 付属ソフトウェアの特長：
(1)セキュリティ機能「Logitec Secure Projects」により、セキュリティを強化し、データ漏洩を防止します。本製品の場合、
「Logitec Secure Projects」には、以下のソフトウェアが含まれます。
ドライブガード・プロジェクト
「B's Data Guard」
ファイルガード・プロジェクト
「B's File Guard」
ID ガード・プロジェクト
「goo ID メモリ」
データ消去・プロジェクト
「Logitec ディスクデータイレイサ」
※上記ソフトウェアは、すべて Windows 対応版です。
※「B's Data Guard」「B's File Guard」は、Windows XP、Windows 2000 Professional のみ対応です。
●ドライブガード・プロジェクト 「B's Data Guard」
ドライブ単位で丸ごと暗号化するソフトウェアです。パスワードで認証されなければ、ファイルを読み出すことができま
せん。認証後は、暗号化／複合化を意識することなく、通常のドライブとして読み書きすることができます。
●ファイルガード・プロジェクト 「B's File Guard」
ファイル単位で暗号化するソフトウェアです。パスワードで認証されなければ、ファイルを読み出すことができません。
認証後は、暗号化／複合化を意識することなく、通常のファイルとして読み書きすることができます。
●ID ガード・プロジェクト 「goo ID メモリ」
Web サイトやアプリケーションソフトで用いられる ID やパスワードを、暗号化して保管するソフトウェアです。保管され
た ID やパスワードは、自動的に入力されるため、いちいち入力する必要がなく大変便利です。
●データ消去・プロジェクト 「Logitec ディスクデータイレイサ」
ハードディスクを破棄／譲渡する際に、個人情報や機密情報の漏洩防止のため、保存されたデータを消去するソフト
ウェアです。パソコンで元データの読み出しを行うことはできない状態になりますので、安全にハードディスクを破棄／
譲渡できます。
(2)「Logitec Secure Projects」の他にも、便利なソフトウェアを付属しています。パソコンの環境改善をサポートします。
●フォルダ自動バックアップツール 「Logitec フォルダミラーリングツール」
データのバックアップが簡単にできるソフトウェアです。指定されたフォルダを監視して、変更されたファイルをバックア
ップ先のフォルダに自動的にコピーします。
●簡単フォーマッタ 「Logitec ディスクフォーマッタ」
簡単な操作で、ハードディスクのフォーマットができるソフトウェアです。
●ニュース／ブログの自動収集 「goo RSS リーダー」
ブログやニュースの最新記事を自動収集し、まとめてチェックできる便利なソフトウェアです。
●情報チェック機能付きスクリーンセーバー 「goo スクリーンセーバー」
いつも気軽に最新情報をチェックできる、便利なスクリーンセーバーです。
●検索／辞書機能付きツールバー 「goo スティック」
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ウェブ検索、国語／和英／英和辞書がいつでも使えるツールバーです。検索したいと思ったときにいつでも検索がで
きます。
●接続確認／簡単インストールツール 「HD サポートツール」
本製品の接続確認や、再フォーマット、ソフトのインストールを簡単に行うことができるソフトウェアです。付属
CD-ROM から「HD サポートツール」を起動すると、接続の状況が表示され、付属ソフトウェアのインストールを実行で
きます。
※上記ソフトウェアは、すべて Windows 対応版です。
※Mac OS で使用する場合には、Mac OS 標準のユーティリティでフォーマットを行うことが可能です。

★☆★ 仕様一覧表 ★☆★

製品型番

LHD-PS40U2WH

インターフェース
ディスク回転数

USB 2.0 High-Speed （従来の USB 1.1 にも対応）
4,200rpm

流体軸受ドライブ

対応

最大データ転送速
度（I/F、理論値）

USB High-Speed ：480Mbps
USB Full-Speed ： 12Mbps

入力電圧

DC+5V（USB ポートより供給）
2.5W

消費電力（定格）
省エネルギーラベ
ルの表示

AA 区分 D、0.027W/GB

外形寸法／質量

W80×D138×H18mm ／ 170g

梱包寸法／質量

W152×D66×H224mm ／ 460g
USB 2.0 ポートに接続する場合
Windows XP Home Edition/Professional
Windows 2000 Professional
Windows ME
Windows 98(SE 含む)
Mac OS X 10.2.8〜10.4.7 まで

対応 OS

コネクタ形状

USB 1.1 ポートに接続する場合
Windows XP Home Edition/Professional
Windows 2000 Professional
Windows ME
Windows 98(SE 含む)
Mac OS 9.0.4〜9.2.2
Mac OS X 10.1〜10.4.7 まで
USB mini-B ×1
1 年間

保証期間
グリーン購入法

対応

RoHS 指令

準拠

付属品

USB ケーブル（USB 2.0 High-Speed 対応 70cm）、USB 補助電源ケーブル、
HD サポートディスク（CD-ROM）、セットアップガイド（保証書付）
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