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USB 3.0/eSATA - SATA 3.0 HDD用ドッキング 
ステーション（UASP対応）

*実際の製品は写真と異なる場合があります。



ユーザマニュアル

FCC準拠ステートメント
本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを
確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置され
た場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波
数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、
無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉
が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉
を発生する場合（干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認
できます）、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧
めします：

•	 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
•	 製品と受信アンテナの距離を離す。
•	 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本

製品を接続する。
•	 販売店か実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。
本デバイスは、FCC規格Part	15に準拠しています。お使いの際には、次の注意事項をよくお
読みください。（1）	本デバイスが有害な干渉を引き起こすことはありません。（2）	本デバイ
スは予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉も含め、すべての干渉を受け入れなけ
ればなりません。
StarTech.comにより明示的に承認されていない変更もしくは改変を行った場合、本デバイ
スを操作するユーザー権限が無効になる畏れがあります。

インダストリーカナダ準拠ステートメント
本クラスBデジタル装置はカナダのICES-003に準拠しています。	
CAN	ICES-3（B）

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用
本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボル
をウェブサイト上で使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係
がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われてお
り、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載
される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があっ
たとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、
その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認
めます。
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はじめに

パッケージの内容
•	 1	x	USB	3.0	/	eSATA	HDDドッキング	ステーション
•	 1	x	USB	3.0ケーブル
•	 1	x	eSATAケーブル
•	 1	x	ユニバーサル電源アダプタ（北米	/	UK	/	EUで使用可能）
•	 1x	ユーザマニュアル

警告： 

HDDとドッキング	ステーションの取り扱いは慎重に行ってください。HDDを慎重に取
り扱わない場合、データが損失する可能性があります。HDDやドッキング	ステーショ
ンは、必ず注意して取り扱ってください。コンピュータを取り扱う際に帯電防止ストラ
ップで適切に接地するか、接地済みの大型金属面（コンピュータケースなど）に数秒
触れ、お客様の体に蓄積した静電気を放電してください。

推奨動作環境
•	 利用可能なeSATAポートまたはUSB	3.0/2.0ポート搭載コンピューターシステム
•	 2.5インチまたは3.5インチSATAハードドライブ（HDD）またはソリッドステート	ドラ

イブ（SSD）
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製品図

フロントビュー
1.	 電源/動作状況LED

2.	 SSD/HDDスロット

リアビュー
3.	 電源スイッチ
4.	 電源アダプタポート
5.	 USB	3.0ポート
6.	 eSATAポート
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2.	 電源スイッチを「オン」の位置に合わせます。
3.	 	ドライブをインストールしてドッキング	ステーションの電源を入れると、コンピュ

ーターのオペレーティングシステムが自動的にドライブを認識し、システム内蔵ド
ライブであるかのようにアクセスできるようになります。

注意：コンピュータがドライブを自動認識できなかった場合、ドライブの初期化また
はフォーマットが正しく完了していない可能性があります。（より詳しい説明は下記の 

「ドライブの初期化」をご覧ください。）

ドッキング	ステーションのインストール
1.	 	付属の電源アダプタを使用して、ドッキング	ステーションを電源コンセントに接続

します。
2.	 	付属のUSBケーブルまたはeSATAケーブルでドッキング	ステーションをコンピュー

ターシステムに接続します。

ドライブインストール手順
1.	 	ドッキング	ステーションのHDD/SSDスロットに、ドッキングさせたい2.5インチ/3.5

インチSATAドライブの位置を揃え慎重に挿入します。ドライバのSATA電源&データ
コネクタとHDDスロット内部の対応するコネクタの位置を揃えます。
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ドライブ取り外し手順
警告： 

ドライブを取り外す前に、コンピューター	オペレーティングシステムからHDDの接続
を外してください。ドライブの接続を外さないと、データ消失やドライブ損傷につな
がる恐れがあります。（詳しくは、「ドッキング	ステーションからHDDを取り外す」を参
照してください。）
1.	 電源スイッチの位置をオフにして、ドッキング	ステーションの電源を落とします。
2.	 	ドライブ底部が完全にHDDスロットより上になるまで、ドライブを慎重に上へ持ち

上げます。
3.	 	ドライブを安全な場所に慎重に保管します。（適切な保管方法についてはHDD付

属の説明書を参照してください。）

ドライブの初期化 
インストールしたドライブを使い始める前に、オペレーティングシステムの条件に合
わせた初期化とフォーマットを実行して、コンピューターシステムから認識できるよう
にする必要があります。
1.	 	Windowsのメインデスクトップから、「マイコンピュータ」（Vista/	7	/	8/	8.1）をお使い

の場合は「コンピュータ」）を右クリックし、「管理」を選択します。新しく開いた「コン
ピュータ管理」画面左側の「ディスク管理」を選択します。

2.	 	ドライブを初期化するようにプロンプトするダイアログウィンドウが自動的に開く
はずです。

お使いのWindowsのバージョンにより、「MBR」または「GPT」ディスクを作成するオプ
ションがあるかもしれません。	

注意：GPT（GUIDパーティション）には2TB以上のドライブが必要で、古いバージョンオ
ペレーティングシステムではお使いになれません。MBRでしたら、古いバージョンで
も新しいバージョンでもサポートされています。
3.	 	初期化が完了したら、「未割当」となっているディスクを指定し（一覧表示されてい

るHDD容量を見て、正しいHDDが指定されているかどうかを確認します）、「未割
当」となっているセクションを右クリックし、「新規パーティション」を選択します。

4.	 画面の指示に従って、希望のフォーマットにドライブを初期化します。
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LEDインジケーター
ドライブ電源/動作状況インジケーターでドライブの動作状況を監視すること
ができます。ドッキング	ステーションの電源がオンになっていれば、LEDが点灯
します。HDDにアクセス中はLEDが点滅します。LEDが点滅中はドッキング	ステ
ーションからドライブを取り外さないでください。ドライブ損傷やデータ消失に
つながる恐れがあります。

HDDの接続を外す
Windows
1.	 	タスクバーにある「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」アイ

コンを選択します。
2.	 表示されたリストから、「ストレージデバイス」を選択します。	
3.	 	「デバイスを安全に取り外すことができます」という旨のメッセージが表示

されるのを待ちます。	
注意：このメッセージが表示される前に接続されているデバイスを取り外すと、ドラ
イブに保管されたデータを損失したり、破壊される恐れがあります。「ハードウェア
を安全に取り外すことができます」メッセージが表示されたら、ドッキング	ステーシ
ョンからドライブを取り外します。（「ドライブ取り外し手順」を参照してください。）
Mac OS X
ホストコンピューターから接続されたドライブを安全に取り外すには、取り外し
可能なドライブのコンテンツを表示しているすべての画面を閉じます。すべて
の画面を閉じたら、デスクトップ上のUSBストレージアイコンをクリックし、デス
クトップ上のゴミ箱アイコンにドラッグします。ドッキング	ステーションからドライ
ブを物理的に取り外す前に5秒待ちます。

技術仕様
ホストインターフェース

USB	3.0	

eSATA

外付けコネクタ
1	x	USB	3.0	B（メス）
1	x	eSATA（メス）

内蔵コネクタ 1	x	SATA	DATA（7ピン）+	電源（15ピン） 
レセプタクル

最大データ転送速度
USB	3.0：5	Gbit/秒	

eSATA：6	Gbit/秒
対応オペレーティングシステム オペレーティングシステムに依存しない
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技術サポート
StarTech.comの永久無料技術サポートは、	当社が業界屈指のソリューションを提供す
るという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品について
ヘルプが必要な場合は、www.startech.com/supportまでアクセスしてください。当社
では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資
料をご用意しています。
ドライバやソフトウェアに関する最新情報はwww.startech.com/downloadsでご確
認ください

保証に関する情報
本製品は2年間保証が付いています。	
また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日か
ら、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品さ
れるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と
人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の
摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限
StarTech.com	 Ltd.	やStarTech.com	USA	 LLP（またはその役員、幹部、従業員、または代
理人）は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害（直接的、間接的、特別、懲
罰的、偶発的、派生的、その他を問わず）、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対
し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の
州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていませ
ん。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適
用されない場合があります。



見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念で
す。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンスト
ップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一
緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はお客様のソリューションを接続するパー
ツを見つけるお手伝いをしています。

当社はお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送
します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまで
アクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

S t a r T e c h . c o mが提供しているすべての製品に関する詳細な情報は
www.startech.comまでアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利な工
具をお使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO 9001認証メーカです。StarTech.comは1985
年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービス
を提供しています。
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