
裏面もお読みください

HD革命 Copy Drive Lite の入手とインストール

ケースに装着可能なSSD

LMD-SMBシリーズ V01
M.2 PCle（NVMe）対応 SSD換装キット

LMD-SMBシリーズ

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
このセットアップガイドには、LMD-SMBシリーズの使用方法や安全にお取り扱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置いてください。

□ SSDケース

□ SSD本体

□ USB Type-A ケーブル（0.3m）

□ USB Type-C ケーブル（0.3m）

□ セットアップガイド
（本紙）

※ 保証書はセットアップ
ガイドに含まれてい
ます。

□ アルミ製ヒートシンク

□ シリコン製放熱シート

0.5mm厚 1mm厚

セットアップガイド

パッケージ内容の確認

本製品をご使用の前に、必ず裏面の「取り扱い上のご注意」をお読みください。SSDの交換手順

動作環境
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SSDを取り付けましょう 必ず本製品のUSBケーブルを外し、電源オフにした状態で作業を行ってください。
本製品はホットプラグには対応しておりません。1

SSDを交換しましょう2

● 本製品は、M.2 PCle（NVMe）対応SSD専用です。その他の規格のハードディスクおよびSSDは接続できません。
● SSDメーカーや型番によってSSDの形状が若干異なりますので、SSDケースはすべてのSSDには対応できない場合があります。SSDが挿入できない、固定できない、認
識しないなどの問題が発生した場合は、ご使用をお控えください。

● 本製品には電源スイッチがありません。パソコンに接続すると、自動的に電源が入ります。
● 本製品はUSB3.2（Gen2）/USB3.1（Gen2） M.2 PCle（NVMe）に対応していますが、パソコン側がUSB3.2（Gen1）/USB3.1（Gen1）/USB3.0またはUSB2.0の場合には、
転送速度はパソコン側のポートの速度に制限されます。

● Thunderbolt3 ポートでも正常な動作を確認しておりますが、転送速度はUSB3.2（Gen2）/USB3.1（Gen2）の速度に制限されます。
● 本製品はケースカバーから放熱する構造となっています。動作中、ケースカバーが熱くなることがありますので、熱がこもりやすい場所での使用はさけて、なるべく風通しの
良い場所で使用してください。放熱が十分に行えない環境で使用された場合、SSDに影響を及ぼす恐れがあります。

● 本製品はパソコンの電源のON/OFFおよびスリープモードに連動してSSDの電源供給をON/OFFし、本製品の「アクセス LED」が点灯／消灯します。

付属のUSBケーブルのコネクタ（Type-C）を本製
品のUSB3.2（Gen2）/USB3.1（Gen2）ポートに接
続し、反対側のコネクタをパソコンの USB ポートに
直接接続します。
※ ケーブルは接続するパソコンの USB ポートに合わ
せて、付属の2種類のケーブルから選んでください。

パソコン内ドライブのデータを、SSDケース内蔵
のSSDにコピーします。
① HD 革命 Copy Drive Lite を起動し、「ディスク
のコピー」を選択します。

※ ユーザーアカウント画面が表示された場合は、
［はい］をクリックします。

取り外しボタンを押して、ケースカバーから
ケースを引き出します。

コネクタ部はケース側の凸部とSSD 側の凹部
がかみ合うように位置を合わせて奥まで差し
込み、SSD 後部からコネクタ部へ押しながら
ケースのツメに固定します。
※ 固定時にツメを折らないようご注意ください。  

ケースをケースカバーに「カチッ」という音がするまで差し込みます。
※ 放熱シートの厚さが最適な場合は、ケースカバーとヒートシンクが密
着した状態になります。きつくて入らなかったり、すき間がある場合
は放熱シートを交換してください。（手順　　）

3 放熱シートの片側の透明フィルムをはがし、ヒートシンクに貼り付けます。
※ ヒートシンクは、両面に貼られている保護シート（青色）をはがしてか
らご使用ください。

※ 放熱シートは内蔵するSSDの厚みに応じて、0.5mm厚／1.0mm厚
から選んでください。

4 放熱シートのもう片側の透明フィルムをはがし、SSDに貼り付けます。
※ ヒートシンクを直接SSDに取り付けると大変危険です。必ず放熱シー
トを間に挟むようにしてください。

本製品のケースを開き、同封のSSDを接続します。
すべてのケーブルを外した状態で作業をはじめてく
ださい。

※ 「HD革命 Copy Drive Lite」はWindows 専用ソフトです。

■HD革命 Copy Drive Lite を入手する
パソコンのSSDのデータを換装キットのSSDにコピーするには、コピーソフト「HD革命 
Copy Drive Lite」を使用します。HD革命 Copy Drive Lite を入手するには、下記の弊社
Webサイトにアクセスし、ダウンロードしてください。

　　https://dl.logitec.co.jp/download.php?pn=LST-D-935
※ ダウンロードするには製品のシリアルナンバー（S/N）が必要です。製品本体に貼ってある
シールのシリアルナンバー（S/N）ご確認ください。

■HD革命 Copy Drive Lite をインストールする
ダウンロードした「HDKAKUMEICD8L_WD802.EXE」を解凍します。解凍したフォルダ内
の「お読みください (.html）」を参照してインストールを行ってください。インストール途中
で「シリアル番号」を入力する画面が表示されたら、下記のシリアル番号を入力してください。

• 装着可能なサイズ
 Type-2242/2260/2280
• 使用可能な規格
 M-Key タイプのPCIe（NVMe）対応SSD

● 必ずケースカバーとヒートシンクが密着するようにしてください。密着していないと放
熱効率が下がり、SSDが高温になり、本来の性能が発揮できなくなります。

● SSDは使用時にとても高温になります。その熱を逃がすため、ケースカバーから放熱す
る構造となっていますので、ケースカバーを外して使用したりしないでください。

同封のSSDには1.0mm厚のシート
をご使用ください。

● すべてのケーブルを外した状態で作業
を始めてください。

● 本製品を移動、SSD の取り外しなど
をする場合、動作停止直後はケースカ
バーが熱くなっていることがあります
ので、必ず時間をおいてから移動、取
り外しなどを行ってください。

パソコンの SSD の取り出し方法は、パソコン
のマニュアルを参照、またはパソコンメーカー
に確認してください。弊社では保証の対象外と
なります。

各部の名称とはたらき 製品仕様

● 本製品には電源スイッチがありません。パソコンに接続すると、自動的に
電源が入ります。

● 1 台のパソコンにのみインストールしてご利用いただけます。複数のパ
ソコンにインストールすることは使用許諾違反です。

シリアル番号

② コピー元にパソコンのシステムドライブを選択し
ます。

③ コピー先に本製品を選択し、「次へ」をクリックし
ます。

④ コピーのオプションで「コピー先ディスクのディ
スクサイズに合わせてコピー」を選択し、「次へ」
をクリックします。

⑤ ドライブの状態を確認する画面が表示されます。
問題ないことを確認の上、「次へ」をクリックし
ます。

⑥ 「ディスクのコピーを開始します」と表示されま
す。「開始」をクリックします。

⑦ 確認のメッセージが表示されます。「はい」をクリック
するとディスクのコピーが始まります。

4 取り出したSSD本体とパソコンのSSDを交換します。
① パソコンのSSDを取り出します。
② データをコピーしたSSD本体をパソコンに取り付
けます。
※ SSD の端子の向きに注意してパソコンのコネ
クタに奥まで確実に差し込みます。

3 SSD本体をSSDケースから取り出します。
※ 「①SSDを取り付けましょう」を参照して取り外し
ます。

⑧ コピーの進行状況が表示されます。ディスクのコ
ピーが終了すると、再起動の確認画面が表示されま
すので「いいえ」をクリックし、パソコンからSSD
ケースを取り外します。

取り出したSSDを外付けSSDとして使用する

パソコンから取り出したSSDは、「①SSDを取り付け
ましょう」を参照してSSDケースに装着し、外付けの
USB SSDとして引き続きご利用いただけます。
※ 取り出したSSDは再フォーマットが必要です。

製品品番 LMD-SMBシリーズ

付属ソフト HD革命 Copy Drive Lite

SSD 接続インターフェース PCIe.3.0×4

最大データ転送速度 40Gbps（インターフェース理論値）

ケース 接続インターフェース Type-C（USB3.2（Gen2）/USB3.1（Gen2））

最大データ転送速度 10Gbps（インターフェース理論値）

動作時
環境条件

温度 5～35℃

相対湿度 20～80％（ただし、結露なきこと）

保管時
環境条件

温度 －10～50℃

相対湿度 10～90％（ただし、結露なきこと）

外形寸法（幅×奥行き×高さ） 117.5×40×13.5mm（突起部を除く）

質量 47g（本体のみ）

グ色 レー

設置方 水向 平

保証期間 1年間

RoHS指令 準拠

対応機種 M.2 PCIe（NVMe）対応スロットを搭載、且つUSB3.2（Gen2）/USB3.1（Gen2）、
USB3.2（Gen1）/USB3.1（Gen1）/USB3.0ポートを搭載したWindowsパソコン

対応OS パソコンに接続する場合
Windows10（32/64bit）、Windows8.1（32/64bit）
対応OSはいずれも日本語OSに限ります。
またパソコン本体に対応していないOSでは使用できません。

裏面裏面

アクセスLED
SSDにアクセスしているときに
青色に点灯／点滅します。
また、電源OFFおよびスリープ時は
消灯します。

取り外しボタン
ケースカバーを
取り外すときに
押します。

USB3.2（Gen2）/
USB3.1（Gen2）ポート
（Type-C）

ケース

ケースカバー

SSD

コネクタ部

ケース

ツメ

取り外しボタン

ケース

ケースカバー

押す

引き抜く

ヒートシンクケース ケースカバー

放熱シート

ヒートシンク

SSD

放熱シート

ヒートシンク

パソコンデータを
コピーしたSSD本体

コネクター
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