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エラースキップ機能搭載モデル
業界最速水準でクローン

2.5&3.5 インチ
クローン HDD/SSD スタンド
【HDD デュプリシリーズ】
～新発売～
MARSHAL 株式会社は、エラースキップをおこないクローンをすることができる「HDD デュプリシ
リーズ」の 2.5&3.5 インチ クローン HDD/SSD スタンドを新発売します。
従来の HDD デュプリシリーズにはなかったエラースキップ機能を追加することでより多くの
HDD のクローンを作成することが可能になりました。SATA2.5&3.5 インチ HDD、SATA SSD の
相互クローンができ様々なディスクに対応しています。また、業界最速水準で HDD や SSD のク
ローンを作成することができます。
PC レスで簡単操作することができます。クローンの進捗状況が分かるコピーインジケーターを
搭載しているので LED を見るだけで進捗状況やエラースキップの進捗状況がひとめで分かりま
す。
また、8TB 対応の外付け HDD スタンドとして利用することが可能。USB3.0 接続の高速転送に
も対応しているので、今までデータ転送に時間の掛かっていた動画や写真データを高速で転
送することが可能です。
今後も「HDD デュプリシリーズ」では、手軽に HDD のクローンがおこなえるブランドとして製品
開発をおこなっていきます。
販売開始時期
2015 年 10 月 24 日
型番/JAN コード/価格/
■エラースキップ機能搭載 2.5&3.5 インチ対応 クローン HDD/SSD スタンド
MAL-5135SBKU3 JAN コード：4582255118588 店頭想定価格 6,500 円前後（税込）
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MAL-5135SBKU3 【主な特長】

■初心者でも簡単！PCレスでクローン（コピー）HDDが作れます
クローンしたいHDDやSSDと空のHDDやSSDを挿入し、クローンボタンを押すだけで簡単に
クローンHDDやクローンSSDが作れます。OSがインストールしてあるリカバリー領域もまるご
とクローンすることができます。PCレスでクローンボタンを押すだけで作れるので、PC画面で
複雑な設定をする必要がありません。また、HDD・SSDのコピーの進行状況が一目でわかる
コピーモードインジケーター付きです。

■エラースキップ機能搭載！不良セクタがあるHDDでもクローン出来る
不良セクタがあるHDDでも、本製品ならエラースキップ機能が搭載されておりますので、エ
ラー箇所をスキップして強制的にコピーすることが可能です。
※不良セクタ以外の物理的エラーがある場合はクローンできません。
※不良セクタによるファイルの破損などは、クローンをおこなっても復活しません。
※不良セクタとは？⇒HDDのディスクに物理的な損傷ができ、データ記録が正常にできなくなってしまったセクタのこと。

■8TB対応で外付けHDDスタンドとしても利用できます
クローンをしない時は、パソコン接続が可能な外付けのHDDスタンドとしてご利用いただけ
ます。接続方法は、付属のACアダプタとUSBケーブルをパソコンに挿し込むだけです。
HDDの装着方法は、HDDを上から挿し込むだけで簡単に接続できます。

■様々なディスクに対応
SATA2.5&3.5 インチ HDD、SATA SSD の相互コピーが可能。AC アダプタと USB ケーブル
をそれぞれ一つしか使用しないので、机のまわりはスッキリします。
※IDE タイプの HDD はお使いできません。

■USB3.0 接続で高速転送
USB3.0 接続が可能で、 今までデータの転送に時間の掛かっていた動画や写真データを高速で
転送することが可能です。USB2.0 でも従来通りそのままご利用いただけます。
※USB3.0 で接続する場合は、USB3.0 に準拠した IF とケーブルが必要です。
※USB2.0 で接続する場合は、最大転送速度は 480Mbps（理論値）となります。
※転送速度については、ハードディスクの性能に依存します。
※2TB 以上でご利用いただく場合は、OS が GPT フォーマットに対応している必要がございます。

■電源連動機能搭載
パソコンの電源を OFF にすれば、HDD・SSD の回転は即座に停止します。HDD スタンドの電源を
切り忘れても安心してご利用いただけます。
※クローン HDD スタンドの主電源は切れません。

■PlayStation 3 に対応
PlayStation3 に USB で接続して外付け HDD としてご使用できます。PlayStation3 のバックアップ機
能を使用してバックアップを作成することができます。
※FAT32 形式でフォーマットされた HDD をお使いください。
※容量が 2TB 以下の HDD をお使いください。

■ドライバインストール不要
USB ポートに繋ぐだけで認識します。Windows10 / Windows8.1 / Windows8 / Windows7 / Vista
では、PC 本体と接続するだけでご使用いただけます。

製品構成

MAL-5135SBKU3 本体、USB3.0 ケーブル、AC アダプタ、取扱説明書・製品保証書
製品仕様・動作環境

型番
対応 PC
対応 OS
インターフェース
USB コネクタタイプ
対応ハードディスク
RAID 対応
搭載可能 HDD
使用温度範囲
使用湿度範囲
電源
AC アダプタ
消費電力
本体のサイズ
重量
JAN コード

2.5&3.5 インチ クローン HDD/SSD スタンド
MAL-5135SBKU3
USB2.0 以上の端子を持つ DOS/V 機
Windows10 / Windows8.1 / Windows8 / Windows7 / VISTA
USB3.0 / USB2.0
USB3.0 Standard-B
SATA タイプの HDD・SSD※1
無し（スタンダードのみの動作）
最大 2 台（HDD の最大容量は各 8TB まで）※2
5℃～40℃
30％～90％（結露が無い状態）
付属の AC アダプタより供給※3
入力：AC 100V～240V（50-60Hz）出力：DC +12V/2.0A
約 0.01kwh/時（瞬時電力:約 20W）※4
約（W）180×（D）136×（H）100mm
約 300g（本体のみ）
4582255118588

※1 IDE タイプの HDD・SSD は対応していません。
※2 8TB を超える容量は 2015 年 8 月現在未検証です。
※3 USB バスパワーでは動作しません。
※4 MAL32000SA-W72 を使用した数値です。
※本パッケージの記載内容は、改良などのため予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
※社名及び製品名は各会社の商標または登録商標です。
※本製品に保存したデータが、ハードウェアの故障、誤動作、その他どのような理由によって破壊された場合でも、弊社での一切の
保証は致しかねます。万が一に備えて重要なデータは予めバックアップするようにお願い致します。
※エラースキップしてコピーを行った場合、コピーした HDD / SSD が正常に動作しない場合があります。予めご了承ください。
※本製品は、全ての接続機器の動作を保証する物ではありません。
※本製品は、日本国内のご使用のみ対象です。
※2.5TB 以上の HDD を使用する場合、Play Station3 torne では対応していません。
※REGZA HDD レコーダー及びブルーレイレコーダーでの動作確認はおこなっていません。
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