
　このたびは、ロジテックの RAID 機能搭載 2Bay ハードディスクケースを
お買い上げいただき誠にありがとうございます。クイックスタートガイドでは製品
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。
別紙の「セットアップガイド」と共に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。

裏面もお読みください

RAID機能搭載 
2Bay 外付ハードディスクケース
LHR-2BRPU3
クイックスタートガイド
はじめにお読みください

LHR-2BRPU3_SG1 V01

パッケージ内容の確認

□ 製品本体

□ AC アダプタ
□ ACケーブル
□ 3.5inch 用ネジ 8 本
□ 2.5inch 用ネジ 10 本 （予備 2本）
□ ロックキー 2 本
□ USB 3.2 Gen1（USB 3.0） Type A to B ケーブル ( 約 1m)
□ クイックスタートガイド（保証書含む）　　本紙 
□ セットアップガイド

本製品の特長

　本製品はSATA（シリアルATA）ハードディスクを 2台装備すること
ができます。本製品には次のような特長があります。

◯目的に合わせて3つのRAID機能を使用することができます。
RAID 0（ストライピング）、RAID 1（ミラーリング）のほか、JBOD（スパニン
グ）にも対応していますので、データの高速書き込みや安全な運用、２台のハー
ドディスク容量をフル活用など、用途や目的に合わせて設定して運用が可能です。

◯Windows版、Mac版と各OSに対応した高機能なRAID管理ソフト
ウェアをダウンロードする事が出来ます。
RAID Manager を使用すると、本体やハードディスクの状態監視しながらRAID
の設定から管理をまでを一貫してパソコンの画面上で行えます。

◯RAID 1（ミラーリング）設定時のオートリビルド（自動再構築）に対
応しています。
万一、ハードディスクが故障した場合、新しいハードディスクに取り替えて自動
的にリビルド（再構築）することでデータの損傷なくRAID を復旧できます。

◯USB 3.2 Gen1（USB 3.0）/2.0 両方に対応しています。
高速な USB 3.2 Gen1（USB 3.0）接続と汎用性の高い USB 2.0 接続に対応。
USB 3.2 Gen1（USB 3.0） では 5Gbps（理論値）の高速データ転送の実現が可能
です。

◯｢AUTO PC連動機能｣を搭載しています。
パソコンの電源と連動したスリープモードを搭載しています。電源の切り忘れに
よる電力消費を防止できます。
※「スリープモード」の機能について詳しくは「スリープモードについて」をご
参照ください。

◯高性能静音ファンを搭載しています。
高性能静音ファンは放熱性に優れ、高速ドライブを使用しても温度上昇を抑えら
れかつ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装着スリット」を装備しています。
3mm x 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。

ハードディスクの取り扱いについて

ご使用の際は以下の点に注意してください。

◯ 本製品はRAID 機能を搭載し、データの安全性を高めておりますが、
いかなる運用形態に関わらず本製品に保存されたデータの保証はいた
しません。重要なデータにつきましては、お客様の責任においてバッ
クアップをお願いします。

◯ ハードディスクのデータは、本製品をRAID 設定するときに消去され
ます。ハードディスクのデータは、ご使用中に設定を変更する場合、
お客様の責任において、あらかじめバックアップしておいてください。

◯ ハードディスクを搭載する際、条件を満たすハードディスクであって
も、ハードディスクの形状（例：SATAコネクタの位置が特殊な場合
など）によっては正しく取り付けられない場合があります。

◯ ハードディスクを搭載する際は同一メーカー、同一型番のハードディ
スクの使用を推奨します。

◯ ハードディスクは静電気やホコリに弱い性質を持つ、非常にデリケー
トな精密機器です。高温、多湿な場所、湿度が極端に低く静電気が発
生する場所、水場の近くなどは避け、管理には十分ご注意ください。

◯ ハードディスクが動作している時の表面温度は約 60度前後まで上昇
します。本製品をご使用後に、ハードディスクを取り外す際は、電源
を切った後、十分に温度が下がってから行ってください。

◯ パラレルATA タイプのハードディスクは非対応です。コネクタタイ
プが異なるため、本製品ではご使用いただけません。無理に接続しよ
うとすると故障の原因となりますのでおやめください。

各部の名称とはたらき

【製品前面部】

【製品背面部】

①HDD アクセス LED

⑧冷却ファン

⑩ケンジントンロック装着スリット

⑬USB 3.2 Gen1（USB 3.0）ポート

⑫DC in ジャック

①HDDアクセス LED（左：HDD1, 右：HDD2）
ハードディスクの状態に応じ以下のように点灯・点滅します。

青色に点灯 該当するHDDベイにセットされているハードディス
クは正常に認識されています。

赤色に点灯 該当するHDDベイにセットされているハードディス
クにエラーが発生しています。

青色に点滅 ハードディスクにアクセスしています。
赤青交互に点滅 RAID 1 モードで該当するスロットにセットされてい

るハードディスクの再構築中です。
消灯  該当するスロットのハードディスクは認識されていま

せん。利用可能なハードディスクがセットされていま
せん。

  または、パソコンの電源と連動しスリープモードが働
いています。

  「スリープモード」の機能について詳しくは「スリー
プモードについて」をご参照ください。

②HDDベイ
SATA（シリアル ATA）ハードディスクを装着できます。左が HDD1、
右が HDD2 に対応します。ハードディスクの搭載方法は「セットアップ
ガイド」をご参照ください。

③電源ボタン

本製品の電源をオン・オフします。ハードディスクのアクセス中には電
源をオフにしないでください。
スリープ時には青色とオレンジ色の LEDが点灯します。

④RAIDモード設定ボタン

手動でRAID モードを設定する際に使用します。
本製品の電源オン直後にこのボタンを長押しすると、モード選択が可能です。
RAID モードはRAID0、RAID1、JBOD、Single から選ぶことができます。
RAID モードの変更方法につきましては、「セットアップガイド」をご参
照ください。

※設定を変更するとハードディスク内のデータは全て削除されます。ご注
意ください。

⑤RAIDモード表示ランプ

現在設定されているモードのランプが点灯します。
動作モードはRAID 0、RAID 1、JBOD、Single のいずれかになります。
その他の異常発生時の状態につきましては、「セットアップガイド」をご
参照ください。

⑥FANモード設定ボタン

冷却ファンの動作モードを Auto（自動）、弱、中、強から設定可能です。
通常はAuto（自動）のままご使用ください。
本製品が PC で認識した状態でこのボタンを押すとモード選択が可能に
なります。

⑦FANモード表示ランプ

現在設定されているモードのランプが点灯します。
動作モードはAuto（自動）、弱・中・強のいずれかになります。
Auto（自動）の詳しい説明、及び、その他の異常発生時の状態につきま
しては、「セットアップガイド」をご参照ください。

⑧冷却ファン
本製品内のハードディスクを冷却するためのファンが内蔵されている部分で
す。この場所を塞ぐように物を置かないようにしてください。ハードディス
クが適切に冷却されず故障や火災、データの消失の原因となります。

⑨ブザーON/OFFボタン

ブザーの ON/OFF を切り替えます。ブザー音につきましては、「セット
アップガイド」をご参照ください。

⑩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装着できます。

⑪ケーブル抜け防止フック
USB ケーブル、DC ケーブルを通す事で接続しているケーブルの引き抜
けを防止します。

⑫DC in ジャック
付属のACアダプタのDCプラグを接続します。

⑬USB 3.2 Gen1（USB 3.0）ポート

付属の USB 3.2 Gen1（USB 3.0）ケーブルを使用してパソコンと接続
します。

・必ず本製品に付属のACアダプタをお使いください。
・本製品に付属のACアタプタは、本製品以外に接続しないでください。

RAID構成について
本製品で構成可能なRAID モードの特徴は以下の通りです。

本製品

コピー

複製

本製品に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・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。

バックアップについて

オリジナル

◯ RAID 0 および 1で運用する場合は2台のハードディスクが同じ容量である必要があります。
弊社では同一メーカー、同一型番のハードディスク使用を推奨します。

外部メディア
・外付けHDD
・BD-R、DVD-R、CD-R など

※「スリープモード」について

本製品はパソコンの電源と連動したスリープモードを搭載しています。
PCの電源を落とした時、また、PCがスリープ状態に入った時にハードディ
スクの回転を止め、スリープモードになります。
スリープモードになると、電源以外の LEDは消灯し、電源 LEDボタンが
青とオレンジに点灯します。

※PoweredUSB等、電源供給可能なUSBポートへ接続した場合、スリー
プモードが正常に動作しない場合があります。
その場合は、電源供給の設定を無効にしていただくか、他のUSBポートへ
接続してください。

MODE

FAN

②HDDベイ

③電源ボタン

④RAID モード設定ボタン

⑤RAID モード表示ランプ

⑥FANモード設定ボタン

⑦FANモード表示ランプ

⑨ブザーON/OFFボタン

※設置方向について
本製品は縦置き、横置きいずれにも対応
しておりますが、横置き時は必ず凸面を
下側にして設置願います。

凸面を下側に

⑪ケーブル抜け防止フック

1 台目が満容量になったら 2 台目に
データを書き込みます。
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製品型番
インターフェース（PC側）
最大データ転送速度
インターフェース（HDD側）
最大データ転送速度
冷却ファン
入力電圧（定格）
環境条件　　動作時　　温度
  相対湿度
　　　　　　保管時　　温度
  相対湿度
設置方向
外形寸法（幅 x奥行き x高さ）
保証期間
ACアダプタ仕様
電源仕様（入力）
電源仕様（出力）

LHR-2BRPU3
USB 3.2 Gen1 Standard B メス

5.0Gbps（理論値）
SATA メス x 2
6.0Gbps（理論値）

あり
DC+12V
0°C～40°C
  20% ～ 80%
-20°C～60°C
  5% ～ 95%
垂直 /水平

94 x 237.8 x  155 mm（本体のみ、突起部を除く）
1年間

AC100 V　50/60 Hz
DC 12V / 5A

製品仕様

動作環境

対応機種 USB 3.2 Gen1 ポートまたはUSB 2.0 ポートを
搭載している
Windows パソコン及び Intel Mac シリーズ

対応OS Windows 10（32bit/64bit）
Windows 8.1（32bit/64bit）
Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012
macOS Catalina 10.15
macOS Mojave 10.14
macOS High Sierra 10.13

本体から異臭や煙が出た時は、ただちにUSBケーブル、ACアダプタ
を抜いてロジテック テクニカルサポートセンターにご相談ください。

マニュキュア、ペディキュアや除光液などの揮発性液体は、装置の近くで
使わないでください。装置の中に入って発火すると火災の原因になります。

この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性が
ある項目です。

この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的
損害を負う危険性がある項目です。

●異物を入れないでください。
通気孔などから、金属類や燃えやすいものを入れないでください。
そのまま使用すると感電や火災の原因になります。
万一、異物が入った場合は、ただちに電源を切り、ロジテック 
テクニカルサポートセンターにご相談ください。

●万一、異常が発生したとき。

本書に記載されている以外の操作や動作は行わないでください。装置について何か問題が発生した場合は、USBケー
ブルを外し、ロジテック テクニカルサポートセンターまでご連絡ください。

●ケーブル類を大切に。
ACアダプタやUSBケーブルなどは必ず本製品付属のものを使
用し、以下の点に注意してください。取り扱いを誤ると、感電や
火災の原因となります。
「ものを載せない」「引っ張らない」「押し付けない」「折り曲げな
い」「加工しない」「束ねない」「熱器具のそばで使用しない」

●本製品を小さなお子様の手の届く場所へ放置しないでください。
機器を損傷する可能性があるだけでなく、お子様がケガをする危険がありま
す。

●濡れた手で触らないでください。
本製品を濡れた手で触ると、感電や火災、故障の原因となります。

●付属のACアダプタ以外使用しないでください。
感電や火災、故障の原因になります。

●AC アダプタはなるべくコンセントに直接接続してください。
タコ足配線や何本も延長したテーブルタップの使用は火災の原因となり
ます。

●雷が鳴るなど、電圧の状態が不安定なときには使用しないでく
ださい。
ハードディスク内のデータが消失したり、故障の原因となります。

サポートサービスについて

よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアル、修理依頼書、付属品購
入窓口などをインターネットでご案内しております。ご利用が可能であ
れば、まずご確認ください。

詳細は…

サポートポータルサイト「えれさぽ」へ

テクニカル
サポートに
お電話される
前に…

お問い合わせの前に以下の内容をご用意ください。
・弊社製品の型番
・ご質問内容（症状、やりたいこと、お困りのこと）
※可能な限り、電話をしながら操作可能な状態でご連絡ください。

【製品保証について】
販売店発行のレシートまたは納品書に記載されている購入日より1年間、本製品を本保証規定
に従い無償修理することを保証いたします。保証規定については個装箱をご確認ください。

【修理についてのお問い合わせ】
　　9：00-12：00、13：00-17：00
　　月～金曜日（祝祭日、夏期 /年末年始特定休業日を除く）
　　TEL : 0265-74-1423
　　FAX : 0265-74-1403
※技術的なお問い合わせはサポートセンターへご確認ください。

【修理依頼品の送付について】
・送料及び送料および，梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担になります。
・購入年月の確認できる保証書，領収書または納品書など，ご購入日が確認できるものを依頼
品に添付してください。

・必ず，「お客様のご連絡先（電話番号）」「故障の状態」を書面にて添付してください。
・保証期間経過後の修理については，お見積もりの必要の有無，または修理限度額および連絡
先を明示のうえ，依頼品へ添付してください。

・ご送付の際は，緩衝材に包んでダンボール箱（本製品の梱包箱，梱包材を推奨します）等に入れ，
輸送時に破損しないようにお気をつけ下さい。

・宅配便をご利用いただき、伝票の控えを必ず保管してください。

【修理依頼品送付先】
〒396-0111　長野県伊那市美篶 8268-1000
ロジテック INAソリューションズ株式会社
3番窓口エレコムグループ修理センター

修理について

●本製品の仕様および価格は、製品の改良等により予告なしに変更する場合があります。
●本製品に付随するドライバ、ソフトウェア等を逆アセンブル、逆コンパイルまたはその他リバー
スエンジニアリングすること、弊社に無断でホームページ、FTP サイトに登録するなどの行為を
禁止させていただきます。
●このマニュアルの著作権は、ロジテック INAソリューションズ株式会社が所有しています。
●このマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきま
す。
●このマニュアルの内容に関しては、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
●このマニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、
弊社テクニカル・サポートまでご連絡ください。
●本製品の日本国外での使用は禁じられています。ご利用いただけません。日本国外での使用によ
る結果について弊社は、一切の責任を負いません。また本製品について海外での（海外からの）
保守、サポートは行っておりません。
●本製品を使用した結果によるお客様のデータの消失、破損など他への影響につきましては、上記
にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。重要なデータについてはあらかじめバッ
クアップするようにお願いいたします。
●Microsoft、Windows は米国Microsoft Corporation の登録商標です。そのほか、このマニュ
アルに掲載されている商品名 /社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。本文中に
おけるⓇおよびTM は省略させていただきました。

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかね
ます。また国外での使用、国外からの問合せにはサポートを行なっておりません。
This product is for domestic use only. No technical support is available in foreign 
languages other than Japanese.

個人情報の取り扱いについて
修理依頼、製品に関するお問い合わせなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品やアフ
ターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上、アンケート調査等、これら
の目的のために関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関、行政機関からの法的義務を
伴う開示請求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個
人情報は最新の注意を払って管理いたしますのでご安心ください。

エレコムグループの Logitec データ復旧技術センターでは、故障などで読み込むことがで
きなくなったハードディスクデータの復旧サービスをご提供させていただいております。職
人の担当制により解析から復旧までをフルサポートいたします。データの復旧や消去につい
てお困りの場合、まずはお問い合わせください。

電源が入っている状態で本体に衝撃を与えないでください。パソコンからアクセス
を行っていない場合でも、ハードディスクドライブのヘッドはデータエリアにあり
ます。またパソコンから取り外し、電源がOFFの状態になっても完全にハードディ
スクが停止するまで、約 30秒かかります。
本体を移動する場合は、30秒以上経過してからにしてください。衝撃により
データを破壊する恐れがあります。

通気孔はふさがないでください。過熱による火災、故障の原因となります。また、
通気孔には埃が付着しないよう、定期的に点検し、清掃してください。

高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管
は避けてください。屋外での使用は禁止します。また、周辺の温
度変化が厳しいと内部結露によって誤動作する場合があります。

本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または
加わりやすい場所での使用・保管は避けてください。

近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありますとノイズが
入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。

浴室・洗面台・台所の流し台・洗濯機など水を使用する場所の近傍、湿気の多
い地下室、水泳プールの近傍や埃の多い場所では使用しないでください。電気
絶縁の低下によって火災や感電の原因になります。

装置の梱包用ポリ袋はお子様の手の届くところに置かないでください。かぶっ
たりすると窒息する恐れがあります。

コネクタ等の接続端子に手や金属で触れたり、針金等の異物を挿入したりしな
いでください。また、金属片のある場所に置かないでください。発煙や接触不
良などにより故障の原因になります。

ケーブルは足などをひっかけないように配線してください。足を引っかけると
けがや接続機器の故障の原因になります。また、大切なデータが失われる恐れ
があります。
ケーブルの上に重量物を載せないでください。また、熱器具のそばに配線しな
いでください。ケーブル被覆が破れ、接続機器などの故障の原因になります。

本製品の稼働中に接続ケーブルなどを抜かないでください。データの損失や機
器の故障の原因になります。

電源コードのコードは必ず伸ばした状態で使用してください。束ねた状態で使
用すると、過熱による火災の原因となります。

●不安定な場所に置かないでください。
ぐらついた台の上や傾いた所、振動、衝撃のある所に置くと、落下や転落
等からケガの原因になります。

【電話でのお問い合わせ】
　　ロジテック テクニカルサポートセンター
　　 TEL. 0570-022-022(ナビダイヤル)
 受付時間 ： 10:00 ～ 19:00（年中無休）
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