
LGB-4BNHUC / LHR-4BNHUC V01

　このたびは、ロジテックのUSB3.2（Gen2）対応 4BAY HDD/SSDケース
をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本セットアップガイドでは製
品の使用方法や安全にお使いいただくための注意事項などを記載しています。
本紙の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本
紙はいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

本製品はHDD/SSDを最大4台内蔵可能なディスクケースです。

HDD/SSDの取り付けについて説明します。

①本製品をパソコンに接続し、以下の手順で
「ディスクの管理」画面を開いてください。

①本製品を接続すると「セットしたディス
クは、このコンピュータで読み取れない
ディスクでした」と表示されます。「初期
化」をクリックしてください。

②ディスクユーティリティが起動します。
外部ディスクから本製品を選択し、
「消去」をクリックしてください。

③ディスク消去の確認画面が表示されます。
名前を入力し、フォーマットと方式を選択し
て「消去」を選択します。

④フォーマットが実行され、完了するとデスクトップ上にハードディ
スクのアイコンがマウントされます。
⑤以上でハードディスクのフォーマットは完了です。

②初期化されていないハードディスクがある
ことを確認し、ディスクを右クリックして
「ディスクの初期化」を選択してください。

③「ディスクの初期化」ウィンドウが表示さ
れますのでパーティションスタイルを選
択し、「OK」をクリックしてください。

④初期化が完了するとディスクがオンラインとなりますので、「未割り当て」の部分
を右クリックして「新しいシンプル
ボリューム」を選択してください。

⑤「新しいシンプルボリュームウィザード」が起
動しますので、画面の指示に従い、ドライブ
レターやフォーマットタイプを選択してハー
ドディスクのフォーマットを行ってください。

取り付けは上から
順番に、奥まで押
し込みます。

ディスク固定金具を本体下部の溝にはめ込ん
でから、左右のレバーを本体に押し込みます。
固定用ハンドルが垂直になるように、カチッ
と音がするまでしっかり
と押し込みます。

固定金具は次のように正しく取り付けてくださ
い。無理に取り付けると故障の原因になります。!

●ディスク固定用ハンドルが垂直に当たるようにして
固定します。

●ディスク固定用ハンドルが上、または下を向いた状
態で無理に固定金具を取り付けると、故障や破
損の原因になります。

本製品とＡＣアダプタを接続します。

お使いのディスクがフォーマットされていない場合は、次の設定を行ってください。

●必ず本製品に付属のACアダプ
タをお使いください。付属のACア
ダプタ以外は、本製品に接続しな
いでください。

●本製品に付属のACアダプタは、本製品
以外に接続しないでください。

●本製品に付属の電源ケーブルは、付属の
ACアダプタ以外に接続しないでください。

!
①電源ケーブルをＡＣアダプタに接続します。
②DCプラグを本製品に接続します。
③電源プラグを電源コンセントに差し込みます。

本製品とUSBケーブルを接続します。
①USBケーブルを本製品、及び、パ
ソコンへ接続します。
②本製品の電源をONにします。

※お使いのパソコン・HDD/SSDによっては、スリープ状態で一部連動しない場合があります。
※お使いのHDDによっては、スリープ状態でドライブの回転が停止しない場合があります。

FANボタンを繰り返し押して、
【AUTO】を点灯させる
冷却ファンの回転数は、本製品内
部の温度に応じて自動的に調整
されます。通常は自動（AUTO）
のままご使用ください。

FANボタンを繰り返し押して、
【MANUAL】を点灯させる
冷却ファンの回転数は、次の３
段階から選択します。

本製品の電源を切った直後はHDD/SSD
が熱くなっています。HDD/SSDが十分
に冷えてから、取り外してください。

●本製品の前面（HDD/SSDの取り付け口）を上に向けてHDD/SSDを取り出さないでください。落下に
よってHDD/SSDおよび本製品が故障するおそれがあります。
●HDD/SSDを無理に引き出さないでください。HDD/SSDおよび本製品が故障するおそれがあります。
●本製品の電源を切るときは、HDD Status LEDが点滅していないことを確認してください。HDD 
Status LEDが点滅しているときに電源をオフにすると、HDD/SSDのデータが破損する恐れがあります。

固定用ハンドルを力強く引き下げな
いでください。HDD/SSDおよび本
製品が故障するおそれがあります。

!

①HDD/SSDに取り付けた固定ハンドル
を軽く下に引き下げます。
②固定ハンドル
を持ち、本製品
のガイドに沿っ
てHDD/SSD
を水平に引き
出します。

●Windows 10、8.1の場合
キーボードの「Windows」キーと「X」キーを同
時に押して表示されるメニューから「ディスクの
管理」を選択してください。

●Windows 7の場合
「スタート」―「コンピュータ」を右クリックして「管理」を
選択し、「ディスクの管理」を選択してください。

1.この部分を右クリック

MBR（マスターブートレコード）：
2TB以下のディスクを使用する場合
GPT（GUIDパーティションテーブル）：
2TB以上のディスクを使用する場合

2.「ディスクの初期化」を選択
※接続した台数のボリュームが認識されます。
※ディスクの初期化画面が表示される場合
は手順3へおすすみください。

※本製品をWindowsのみでご使用の場合はNTFS
で、WindowsとMac両方でご使用の場合は
exFATでフォーマットすることをお勧めします。
※フォーマット時の各種設定についてはWindowsの
ヘルプをご参照ください。

2.クリック
1.スタイルを選択

2.右クリックして選択
1.オンラインになっていることを確認

クリック

2.クリック

1.選択

※macOS High Sierra（10.13）以
降をご使用の場合、画面左上の表
示プルダウンメニューより「全てのデ
バイスを表示」を選択し、目的のドラ
イブの「消去」をクリックしてください。

※名称はお使いのディスク
名が表示されます。

※「名前」は本製品がMacにマウントされる際の表示
名になります。
※フォーマットは、本製品をMacのみでご使用になる
場合は「Mac OS 拡張（ジャーナリング）」を、
Windowsと共用する場合は「exFAT」を選択してください。
※方式には「GUIDパーティションマップ」を選択してください。

ハードディスク固定用ハンドルは、ハードディスク接
続端子の反対側にハードディスク固定用ネジ（黒）
で取り付けます。取り付けの向きにつきましては、
ハードディスク固定用ハンドルに記載がありますの
で注意して取り付けてください。

ハードディスク固定用ネジを締め過ぎな
いでください。故障の原因になります。!

●3.5インチハードディスクの場合

●2.5インチハードディスク、SSDの場合

※取り付け時はHDD/SSDの   
SATAコネクタが見える状態で接続してください。

マウンタにHDD/SSDを
接続し、2.5インチ
マウンタ用ネジ（銀）
で取り付けます。

ハードディスク固定用ハンドルをハードディスク
固定用ネジ（黒）で取り付けます。
マウンタを図の向きに
合わせてハードディ
スク固定用ハンドルを
取り付けてください。

USB3.2(Gen2) 対応
4BAY HDD/SSDケース
セットアップガイド  はじめにお読みください

主な機能

各部の名称と働き

パッケージ内容の確認

接続の流れ

Windows環境でのフォーマット手順

Mac OS 環境でのフォーマット手順

製品特徴

■ PC電源連動機能を搭載
　パソコンの電源と連動したスリープモードを搭載。電源の切り忘れによる電力消費を
低減できます。

■ オートFANコントロール機能を搭載
　製品内部の温度に応じて自動的に冷却ファンの回転数をコントロールし、製品内部を
最適な温度に保ちます。本体内部の温度が低いときは冷却ファンの回転数を下げるた
め、静音性にも優れています。

■ 盗難防止用の「ケンジントンロック接続用スリット」を装備
　3mm × 7mmサイズのスリットを搭載。市販のケンジントン対応盗難防止ワイヤを
接続でき、盗難防止対策に役立ちます。

1. 前面

２. 背面・側面

取り付け可能なHDD/SSD

バックアップについて

本製品で使用できるHDD/SSDは次の通りです。
● 3.5インチ  シリアルATA  HDD  ● 2.5インチ  シリアルATA  HDD/SSD
● 最大14TB×4台  計56TBまで

HDD/SSDを取り付ける
次の手順でHDD/SSDを取り付けます。

1. カバーボタンを
 押し下げ、
 手前にひいて
 カバーを開く

2. ディスク固定金具
 の左右レバーを
 同時に下ろし、
 手前に引いて
 取り外す

3. ディスク
 収納部から
 保護材を
 すべて取り出す

5. ガイドに沿ってHDD/SSDを取り付ける

6. ディスク固定金具を取り付け、
 カバーを閉じる

パソコンと接続する

1. ACアダプタを接続する

3. ディスクの初期設定

2. USBケーブルを接続する

機能設定
電源連動機能

電源連動スリープ機能は、接続したパソコンの電源に連動して本製品の電源をスリープ
（休止）状態にする機能です。パソコンと本製品の電源は、次の表のように連動します。

オートFANコントロール機能
オートFANコントロール機能は、冷却ファンの回転数を設定する機能です。冷
却ファン回転数を固定したり、本体内部の温度に応じて自動調節にしたりできま
す。冷却ファンコントロール機能は、本体前面のFANボタンを押して設定しま
す。冷却ファンの速度設定はFANボタンを押すごとに次のように変わります。

HDD/SSDを取り外す
本製品に接続したHDD/SSDは、次の手順で取り外します。

パソコンの動作
電源オン➡電源オフ
電源オン➡休止状態 電源オン➡スリープ状態 点灯（青）➡点灯（オレンジ）
電源オン➡スリープ状態

本製品の動作 Power LED の状態

1. 冷却ファンの回転数を自動（AUTO）に設定する

内部温度
44℃以下
45～54℃
55℃以上

LEDの状態
【FAN1】点灯（青）
【FAN2】点灯（青）
【FAN3】点灯（青）

ファンの回転数
1000～1400rpm
1500～1900rpm
2400～2800rpm

2. 冷却ファンの回転数を手動（MANUAL）で設定する

LEDの状態
【FAN1】点灯（青）
【FAN2】点灯（青）
【FAN3】点灯（青）

ファンの回転数
1000～1400rpm
1500～1900rpm
2400～2800rpm

1. 電源を切る

4. HDD/SSDを引き出す

2. カバーボタンを押し下げて、
 カバーを開く

3. ディスク固定金具の左右レバーを
 同時に下ろし、手前に引いて取り出す

5. ディスク固定金具を取り付け、
 カバーを閉じる

□ ACアダプタ
□ 電源ケーブル
□ USB Type-Cケーブル
(約1m)

□ 2.5インチ用マウンタ×4個
□ 2.5インチドライブ固定用 
ネジ（銀）×８本

□ ハードディスク固定用 
ハンドル×４個

□ ハードディスク固定用 
ネジ（黒）×８本

□ ディスク固定金具
□ ドライバー
□ セットアップガイド
□ 保証書
□ HDサポートツール 
インストールガイド 
※LGB-4BNHUCのみ

□ 製品本体

4. ディスクを取り付ける前に

　本製品を使用して保存されたデータについては、理由を問わず一切の保証はいたしかねま
す。ウィルスなどの脅威・誤操作・落雷などの自然災害、経年劣化や不慮の事故等による製
品故障などに備え、バックアップ（データの複製）をお願いします。
　バックアップとは、本製品に接続されたドライブ以外にもデータの複製を作成しておき、万
が一の際は複製のデータを利用して損害を最小限にすることです。

① Powerボタン：電源をオン
／オフします。 （オフの場合
は約3秒間押してください）

② SYNCボタン：約3秒間押
すと、電源連動機能のオン
／オフが切り替わります。 

③ FANボタン：冷却ファンの設定を切り替えます。 
④ Power LED：電源の状態を表示します。
　 ● 青（点灯）：電源がオンの状態です。　● オレンジ（点灯）：スリープ状態です。
　 ● 消灯：電源がオフの状態です。
⑤ USB LED：USBポートの状態を表示します。
　 ● 青（点灯）：本製品とパソコンがUSBで接続されている状態です。
⑥ FAN Status LED（AUTO、MANUAL）：冷却ファンの状態を表示します。
　 ● 青（点灯）： AUTO：本体内部の温度に応じて、冷却ファンの速度は自動的に変わります。
 MANUAL：冷却ファンの設定が手動設定になっています。
⑦ FAN Speed LED（FAN1, FAN2, FAN3）：冷却ファンの速度を表示します。
 FAN1：1000～1400rpm
　 ● 青（点灯）： FAN2：1500～1900rpm
 FAN3：2400～2800rpm
⑧ 電源連動LED（SYNC）：電源連動設定を表示します。
　 ● オレンジ（点灯）： パソコンの電源がオフになると、自動的に電源がオフになります。
　 ● 消灯：電源連動機能がオフの状態です。
⑨ HDD Status LED：ハードディスクの状態を表示します。
　 ● 青（点滅）： ディスクにアクセスしています。

① ②
④ ⑤ ⑥

③
⑦ ⑧

⑨

① ケンジントンロック装着スリット：市販の盗難防止用ケンジントンロックを接続できます。
② USBポート（Type-C）：USBケーブルを接続します。
③ DC In：ACアダプタのDCプラグを接続します。

①

② ③

※15mmドライブには対応しておりません

※本製品に付属しているUSB3.2
（Gen2）/USB3.1（Gen2）対
応のケーブルを使用してください。

※2.5インチマウンタを取り付け
る際は取り付けたHDD/SSD
が下向きになるように押し込ん
でください。

※2.5インチマウンタを取り付け
る際は取り付けたHDD/SSD
が下向きになるように押し込ん
でください。

※フォーマットとは接続先の機器で本製品へアクセスすることが出来るようにハードディスクを認識さ
せる作業です。フォーマットを行うと、保存されているデータは消去されますので、作業を行う場合
は十分ご注意ください。フォーマット形式や手順は接続先の機器により異なります。詳細は接続す
る機器の取扱説明書をご参照ください。

※手動（MANUAL）で使用の場合は、高温になり
すぎないように必要に応じて冷却ファンの回転数
を変更してください。




