警告

HDD Interface Unit User’s Guide

OWL-EADP/U3 シリーズ 取扱説明書 【保証書付】
この度はオウルテック製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本説明書を必ずお読みください。
また、本説明書には保証書が含まれておりますので、大切に保管してください。

1．はじめに
●付属品をご確認ください。
本体
USB3.0ケーブル
ACアダプター
ドライブ用静電気防止シート
バックアップ用ソフトCD
取扱説明書兼保証書（本説明書）

1台
1本
1台
1枚
1枚
1枚

本製品を製品仕様以外のポートに接続しないでください。
けが・感電などの事故や、パソコンや本製品の故障の原因になります。
本製品にACアダプターを接続したり、パソコンに接続した状態でのHDD/SSDの取り付けは絶対に
行わないでください。故障や破損の原因となります。
使用中に発煙・異臭・異音・突然の電源OFF（シャットダウン）が発生した場合は、直ちに使用を
中止してください。
そのまま使用されると火災・けが・感電などの事故や組み込み部品破壊の原因になりますので、
お買い求めの販売店もしくは弊社サポートセンターに点検・修理を依頼してください。
お客様の独自判断で確認・点検されたことによる二次的損害（マザーボード・CPU・メモリー・HDD・
SSD等の部品破壊・データ消失等）費用等の保証については、弊社は一切その責任を負いません。
落下等による強い衝撃を与えた場合は、そのまま使用されると火災や感電の原因になりますので、
お買い求めの販売店もしくは弊社サポートセンターに点検・修理（有償）を依頼してください。
本製品にHDD/SSDを取り付けた状態で落下及び強い衝撃を与えますと、HDD/SSDが破損する
恐れがありますので、取り扱いには十分ご注意ください。

●本製品にはHDD/SSDは付属いたしません。別途お買い求めください。
●本製品の対応HDD/SSDは2.5インチおよび3.5インチのSATAインターフェイスタイプです。
●本製品および取扱説明書は、予告無く外観または仕様の一部を変更することがあります。
●本書の一部または全部を無断で使用・複写・転載することはしないでください。
●本書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
●本書ではTMおよび(R)マークは明記しておりません。

2．「1 年保証」について
本製品の 1 年保証は、製造・設計上の瑕疵が発見された場合における保証となります。
新たな機能や規格、全ての対応をお約束するものではありません。
本製品の保証に関してご不明な点があれば弊社サポートセンターまでご連絡ください。

3．安全上のご注意（必ずお守りください）

警告

誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重症を負うなどの可能性がある
ことを示します。

注意

誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性
があることを示します。

製品の取り扱いにおいて、注意を促す記号です。記号の中や近くに注意内容を記号で
示します。
製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止する記号です。記号の中や近くに禁止内容を
記号で示します。
製品の取り扱いにおいて、その行為を強制指示する記号です。記号の中や近くに
指示内容を記号で示します。
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水・薬品等によって濡れた場合は、そのまま使用されると感電の原因になりますので、お買い求めの
販売店もしくは弊社サポートセンターに点検・修理（有償）を依頼してください。
本製品の分解・改造をしないでください。火災や感電の原因になります。
また本製品を分解された場合には、保証対象外になります。

注意
次のような場所で使用しないでください。
・ホコリの多い場所 ・高温、低温、湿気の多い場所 ・振動、衝撃のある場所
・直射日光のあたる場所 ・静電気の発生する場所 ・強磁気の発生する場所
・傾斜地やぐらついた所などの不安定な場所
本製品は日本国内での使用を目的として販売しておりますので、日本国外でのご使用は
保証対象外となります。
パソコンおよび周辺機器の環境や接続方法等により予期しないデータ変化が発生し、メモリー内の
データが消失することがあります。必ず定期的にデータのバックアップをしてください。
データやプログラムの消失およびデータ・プログラムを作成した費用等の保証については、弊社は
一切その責任を負いません。
本製品付属のUSBケーブルは、本製品専用のUSBケーブルです。弊社の他製品や他社製品では
使用しないでください。
本製品はパソコン自作ユーザー様向けの製品です。医療機関の機器等、超高信頼性を必要とする
環境での使用を前提には設計されておりません。
これらの用途に本製品を使用され、事故・障害が生じても、弊社は一切その責任を負いません。
本製品は全ての環境（各種ハードウエア及びソフトウエア）においての動作を保証するものでは
ありません。
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4．各部の説明
SATA7P+15P
コネクタ
USB3.0 ランプ

②本体の SATA インターフェイス
コネクタを HDD の SATA
コネクタに挿し込んでください。

電源兼
アクセスランプ

USB3.0
TypeA コネクタ

DC ジャック

③付属の USB3.0 ケーブルの
TypeA コネクタを、本体の
USB3.0 TypeA コネクタに
接続してください。
バックアップ
ボタン

POWER
ボタン

本体上面
SATA 7P+15P コネクタ
USB3.0 ランプ
電源兼アクセスランプ
POWER ボタン

バックアップボタン

USB3.0 TypeA コネクタ
DC ジャック

本体側面

2.5 インチおよび 3.5 インチの SATA インターフェイス HDD/SSD と
接続します。
パソコンの USB3.0 ポートに接続されるとランプが点灯します。
※USB2.0/1.1 ポートに接続した時にはランプは消灯します。
パソコンが正常に起動して本製品が認識されるとランプが点灯します。
また、HDD/SSD アクセス時はランプが点滅します。
本体の電源オン／オフを行います。
（ボタンを押すたびに電源のオンとオフが切り替わります）

④付属の AC アダプタの
DC プラグを、本体の
DC ジャックに接続してください。

⑤ ①～④までを完了した状態です。

付属のバックアップ用ソフト「PC Clone EX Lite」がパソコンに導入・設定
することで、ソフトが起動しバックアップ動作を開始します。
※詳細は”7.付属バックアップ用ソフト「PC Clone EX Lite」の使用方法”を
参照してください。
付属の USB3.0 ケーブルを使ってパソコンと接続します。
付属の AC アダプタを接続して、電源を供給します。

5．HDD/SSD およびパソコンとの接続方法

⑥ USB3.0 ケーブルの TypeA コネクタ（③で接続したものとは反対側のコネクタ）を、パソコンの
USB ポートに接続してください

本製品には 2.5 インチおよび 3.5 インチ SATA インターフェイスの HDD/SSD が 1 台接続可能です。
また、パソコンとは USB3.0/2.0/1.1 での接続が可能です。
※ここでは、3.5 インチ SATA インターフェイス HDD を用いて解説いたします。その他の HDD/SSD は
この方法に準じてください。

⑦AC アダプターを家庭用 AC100V コンセントに接続してください。
⑧本体の電源ボタンをオンにしてください。
以上で HDD およびパソコンとの接続は完了です。

注意事項

①付属のドライブ用静電気防止
シートの滑らかな面を下にして
平らな面の上に置き、シートの
上に SATA インターフェイス
コネクタを下にした HDD を
置いてください。

HDD

静電気防止シート
（滑らかな面が下）

※本体を移動する場合は、必ず本体の電源をオフにし、DC プラグおよび USB3.0 ケーブルを外してから
移動してください。
※本体を移動した場合は、必ず HDD/SSD の下にドライブ用静電気防止シートを敷いてください。
以上の注意事項をお守りいただけない場合は、HDD/SSD および本体が破損する恐れがあります。
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6．未フォーマットの HDD をお使いになる場合

7．付属バックアップ用ソフト「PC Clone EX Lite」の使用方法
※Windows 7 を基準に解説しますので、Windows Vista、XP はこの方法に準じてください。

注意事項

7.-1 バックアップ用ソフト「PC Clone EX Lite」のインストール手順

■新品のHDD・未使用のHDDなどは、初期化・領域の確保やフォーマットが必要になります。
各Windows OSに適応したフォーマット形式でないとHDDを認識しませんので、ご使用前に
初期化を行ってください。
※フォーマット形式についての詳細は、OSメーカーにお問い合わせください。
■Windows 7を基準に解説しますので、Windows XP、Vistaはこの方法に準じてください。
※以下の作業は、HDDの組み込みとパソコンとの接続が完了してから実行してください。

①画面上またはスタートメニューから「コンピューター」を右クリックして「管理」を選択してください。

①PCの光学ドライブに付属のCDをセットすると、自動的にインストール画面が表示されますので、
「インストール」ボタンをクリックして次に進んでください。
※自動的に起動しない場合は、画面上またはスタートメニューから「コンピューター」を選んで
クリックし、光学ドライブにセットされたCD内のフォルダを表示してください。
“PCCLONEEX_LITE”フォルダ内に”Setup.exe”ファイルアイコンがありますので、そのアイコンを
ダブルクリックしてください。インストール画面が表示されます。
「インストール」ボタンを
クリックしてください。

②「コンピューターの管理」画面が表示されますので、「ディスクの管理」を選択してください。
③「ディスクの管理」ウィンドウが開きますので、下記の内容を確認してください。
※新規に増設したHDDが「ディスク1」、「ディスク2」のように表示され、その内容が
「***GB未割り当て」と表示されます。
④「未割り当て」と表示された部分を右クリックすると、「ボリュームの選択画面」が開きますので、
「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の開始」画面が開きますので、「次へ」を選択してください。
⑥ボリュームサイズを指定する画面が開き、確保する領域のサイズ（容量）を指定することができます。
※分割しない場合には、表示された内容を確認して「次へ」を選択してください。

Setup.exe アイコンを
ダブルクリックして
ください。

インストール画面

※自動的にインストール画面が表示されない場合

②ソフトウェア使用許諾画面が表示されますので、承諾してインストールを行う場合は「次へ」ボタンを
クリックして次に進んでください。

⑦ドライブ文字（D、E等）が表示されますので、特に変更がなければ「次へ」を選択してください。
⑧「パーテーションのフォーマット」画面になりますので、ファイルシステムは通常「NTFS」を選択し
「次へ」を選択してください。
※未使用のHDDを初めてフォーマットする場合は、必ず「クイックフォーマットする」のチェックを
外して通常のフォーマットを行ってください。
通常のフォーマットはHDDの管理領域を初期化するとともに、全領域のエラーの有無をチェック
します。エラー（バッドセクター）がある場合は「代替処理」を行い、エラー部分を回避する処理を
行います。
一方、クイックフォーマットは管理領域の初期化のみを行うため、全体の状態は未チェックです。
このため、クイックフォーマットが正常終了しても使用中にエラーが起きる可能性がありますので、
通常のフォーマットをお勧めします。
※フォーマット済みのHDDは、2回目以降であればクイックフォーマットが可能です。

「次へ」ボタンをクリックして
ください。

③ソフトウェアプロダクトキーの入力画面が表示されますので、付属CDの入っていたパッケージに
記載されているプロダクトキーを枠内に入力してください。
入力が完了したら「次へ」ボタンをクリックして次に進んでください。
付属 CD の入っていた
パッケージに記載されている
プロダクトキーを入力して
ください。

⑨「完了」を選択するとフォーマットが開始されます。
※多くの場合、フォーマットには数時間かかります。

プロダクトキーの入力が
完了したら、「次へ」ボタンを
クリックしてください。

⑩正常にフォーマットが完了したら、コンピューター画面に増設したHDDが登録されていることを
確認してください。
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④インストール完了後のバックアップ用ソフトのアイコン登録・起動方法を設定する画面が表示されます
ので、各項目のチェックボックスにチェックが入っていることを確認してください。
デスクトップ画面上の「PC Clone EX Lite」の
ショートカットアイコンをダブルクリックして、
「PC Clone EX Lite」を立ち上げてください。

チェックが入っていることを
確認してください。
チェックボックスにチェックが
入っていることを確認後、
「インストール」ボタンを
クリックしてください。

チェックが入っていることを
確認してください。

⑤インストールが開始されます。
インストールが完了すると完了メッセージ画面が表示されますので、「OK」ボタンを押すと
インストール作業は完了となります。

完了メッセージ画面が
表示されたら、「OK」ボタンを
クリックしてインストール作業を
完了してください。

「PC Clone EX Lite」立ち上げ時初期画面
③「PC Clone EX Lite」画面上部の左から2番目のアイコンをクリックしてください。フォルダ指定画面に
切り替わります。

インストール完了後、画面右下のタスクバーに「PC Clone EX Lite」アイコンが登録されます。
「7.-2 バックアップフォルダの指定方法」に従い、フォルダの指定を完了した後にワンタッチ
バックアップの動作が可能となります。

画面上部の左から2番目の
アイコンをクリックして、
フォルダ指定画面に
切り替えてください。

※フォルダ指定画面の左側が PC 側のフォルダ一覧、右側が本製品に接続された HDD/SSD の
ドライブ名およびフォルダ一覧となります。
フォルダ指定画面各部分の詳細は、下図「フォルダ指定画面」を参照してください。
④バックアップするPC側のフォルダにチェックを入れてください（複数選択可能です）。

7.-2 バックアップフォルダの指定方法

⑤フォルダ指定画面右上のドライブ名を確認し、本製品に接続したHDD/SSDのドライブ名と同一で
ない場合は、設定を本製品に接続したHDD/SSDのドライブ名と合わせてください。

注意事項
※バックアップを行う前には、必ずバックアップフォルダの指定を行ってください。
お守りいただけない場合は、正常にバックアップできずデータが破損または消失する恐れがあります。

⑥フォルダ指定が完了したら、フォルダ指定画面右下のアイコンをクリックして画面を閉じてください。
以上でフォルダ指定は完了となります。
フォルダ指定が完了したら、
指定画面右下のアイコンを
クリックして画面を閉じて
ください。

①本製品に接続したHDD/SSDにバックアップする、PC側のフォルダを指定します。
②デスクトップ画面の「PC Clone EX Lite」のショートカットアイコンをダブルクリックして
「PC Clone EX Lite」を立ち上げてください。
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・手動バックアップを行う場合は、「7.-3手動バックアップの手順」へ進んでください。
・ワンタッチバックアップを行う場合は、「7.-4ワンタッチバックアップの手順」へ進んでください。
・バックアップの詳細設定を行う場合は、「7.-5バックアップ用ソフト「PC Clone EX Lite」の
詳細設定手順」へ進んでください。

7.-3 手動バックアップの手順
手動バックアップは、本製品にHDD/SSDを接続してPCに認識させた状態で、デスクトップ画面上の
「PC Clone EX Lite」のショートカットアイコンをダブルクリックしてソフトを立ち上げ、バックアップ操作を
行うことで実行されます。

注意事項
本製品の
ドライブ名

左から 2 番目のアイコンを
クリックしてフォルダ
指定画面に切り替えて
ください。

※バックアップを行う前には、必ずバックアップフォルダの指定を行ってください。
（バックアップフォルダの指定方法は、「7.-2 バックアップフォルダの指定方法」を参照してください）
初回バックアップを終了すると
”FNET”フォルダが作成され、
その下にPC側フォルダ
一覧でチェックを入れた
フォルダと、その下の階層の
コピー結果が表示されます。

バックアップする PC 側の
フォルダにチェックを
入れてください。
（複数選択が可能です）

①デスクトップ画面上の「PC Clone EX Lite」のショートカットアイコンをダブルクリックしてソフトを
立ち上げてください。
②「PC Clone EX Lite」画面上部の一番左のアイコンをクリックしてください。バックアップ実行画面に
切り替わりますので、画面内のバックアップ実行ボタンをクリックしてください。
バックアップ動作が実行されます。
画面上部の一番左の
アイコンをクリックして、
バックアップ実行画面に
切り替えてください。

PC 側のフォルダ一覧

本製品に接続された
HDD/SSD のフォルダ一覧

フォルダ指定画面

注意事項

画面上のバックアップ
実行ボタンをクリックして
ください。

※フォルダの指定を行う場合は、必ずフォルダ指定画面右上に表示されているドライブ名が本製品に
接続した HDD/SSD のドライブ名と同一であることを確認してください。同一でない場合は、
フォルダ指定画面のドライブ名を本製品に接続した HDD/SSD のドライブ名と合わせてください。
※初回バックアップを行う前の状態では、本製品に接続された HDD/SSD のフォルダ一覧には何も表示
されません。
※初回バックアップを終了すると、本製品に接続したHDD/SSD内に”FNET”フォルダが作成され、
その下にPC側フォルダ一覧でチェックを入れたフォルダと、その下のファイルのコピー内容が
表示されます。
※お客様のご使用になられているOSの設定により、本製品に接続されたHDD/SSDへバックアップした
ファイルの内容（”FNET”フォルダを含みます）が表示されないことがあります。
そのような場合には、OSメーカーへご確認をお願いいたします。

③バックアップ実行確認画面が表示されますので、バックアップを実行する場合は「実行」ボタンを
クリックしてください。バックアップ動作が実行されます。
※「7.-5バックアップ用ソフト「PC Clone EX Lite」の詳細設定」で、「ファイル・バックアップ開始時に
確認ウィンドウを開く」チェックボックスにチェックをしていない場合は、実行確認画面は表示されず
すぐにバックアップ動作が実行されます。

画面上の「実行」ボタンを
クリックしてください。

バックアップ実行確認画面
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② ①の状態からもう一度本製品のバックアップボタンを押してください。
バックアップ動作が実行されます。

バックアップ動作実行中画面
③バックアップ動作が完了すると完了メッセージ画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックして
画面を閉じてください。
バックアップ動作実行中画面
④バックアップ動作が完了すると完了メッセージ画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックして
画面を閉じてください。

※「7.-5バックアップ用ソフト「PC Clone EX Lite」の詳細設定」で、「バックアップ完了後」の「プログラムに
戻る」チェックボックスにチェックをした場合は、完了メッセージ画面は約4秒後に自動的に閉じます。
以上でワンタッチバックアップは完了となります。

※「7.-5バックアップ用ソフト「PC Clone EX Lite」の詳細設定」で、「バックアップ完了後」の「プログラムに
戻る」チェックボックスにチェックをした場合は、完了メッセージ画面は約4秒後に自動的に閉じます。
以上で手動バックアップは完了となります。

バックアップ完了メッセージ画面

7.-5 バックアップ用ソフト「PC Clone EX Lite」の詳細設定手順
バックアップ完了メッセージ画面

7.-4 ワンタッチバックアップの手順
ワンタッチバックアップは、本製品にHDD/SSDを接続してPCに認識させた状態で、本製品上面の
バックアップボタンを押すことで実行されます。

注意事項
※バックアップを行う前には、必ずバックアップフォルダの指定を行ってください。
（バックアップフォルダの指定方法は、「7.-2 バックアップフォルダの指定方法」を参照してください）
①本製品上面のバックアップボタンを1回押してください。「PC Clone EX Lite」が起動して、バックアップ
実行確認画面が表示されます。
※「7.-5バックアップ用ソフト「PC Clone EX Lite」の詳細設定」で、「ファイル・バックアップ開始時に
確認ウィンドウを開く」チェックボックスにチェックをしていない場合は、実行確認画面は表示されず
すぐにバックアップ動作が実行されます。
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①「7.-3手動バックアップの手順」の①、また「7.-4ワンタッチバックアップの手順」の①の方法で
ソフトを立ち上げてください。
②「PC Clone EX Lite」画面上部の上段一番右のアイコンをクリックしてください。詳細設定画面に
切り替わります。
③「PC Clone EX Lite」画面上部の下段左の「ファイル・バックアップ」アイコンをクリックしてください。
ファイル・バックアップの詳細設定画面に切り替わります。
画面上部の一番右のアイコンをクリックして、
詳細設定画面に切り替えてください。

「ファイル・バックアップ」アイコンをクリックして、
ファイル・バックアップ詳細設定画面に切り替えてください。
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④ファイル・バックアップ詳細設定画面の各項目およびチェックボックスを必要に応じてチェックして
ください。各項目をチェックした時の動作は、以下のようになります。
1.「バックアップ完了後」の動作設定（3項目のうち、いずれか1つしかチェックできません）

4.「システムフォルダの
バックアップ設定」の
フォルダ設定

1.「バックアップ完了後」の
動作設定

・「完了メッセージを表示」チェックボックスをチェック
→バックアップ作業完了後に完了メッセージ画面を表示します。
・「プログラムに戻る」チェックボックスをチェック
→バックアップ作業完了後に完了メッセージ画面が表示しますが、約4秒後に自動的に
完了メッセージ画面が閉じます。
・「電源オフ」チェックボックスをチェック
→バックアップ作業完了後に自動的にPCの電源をオフにします。
2.「ファイル・バックアップ形式」の設定（2項目のうち、いずれか1つしかチェックできません）
・「すべてのファイルをバックアップ」チェックボックスをチェック
→PC側でチェックされた全てのファイルを上書きバックアップします。
・「変更されたファイルのみバックアップ」チェックボックスをチェック
→すでにバックアップされたファイルがあった場合、日付や内容が変更されたファイルのみ
バックアップします。

5.「[ファイル・バックアップ]
フォルダを隠す」
チェックボックス

設定終了後は、
画面右下の
アイコンを
クリックして終了

2.「ファイル・バックアップ
形式」の動作設定
3..ホットキーの設定

6.「ファイル・バックアップ開始時に
確認ウィンドウを開く」
チェックボックス

⑤「PC Clone EX Lite」画面上部の下段右の「その他」アイコンをクリックしてください。
その他の詳細設定画面に切り替わります。

3.「ホットキー」の設定
・本製品のバックアップボタンと同じ機能をキーボードの特定のキーに設定します。
「編集」ボタンをクリックするとホットキー設定画面になりますので、設定したいキーを入力したら
「OK」ボタンをクリックして設定を完了してください。
設定可能なキーは、「Escキー」、「BackSpaceキー」、「Enterキー」、「Deleteキー」以外の
通常使用キーとなります。
「Escキー」、「BackSpaceキー」、「Enterキー」、「Deleteキー」を入力するとホットキー設定は
「なし」となり、ホットキー機能は使用できなくなります。
※ホットキーを設定する場合は、使用頻度が少ないキーの組み合わせで設定することを
お勧めします。
4.「システムフォルダのバックアップ設定」のフォルダ設定（全ての項目にチェックできます）
・「Windowsフォルダのバックアップ」チェックボックスをチェック
→「7.-2バックアップフォルダの指定方法」において、PC側の”Windows”フォルダを指定できる
ようになります。
・「Program Filesフォルダのバックアップ」チェックボックスをチェック
→「7.-2バックアップフォルダの指定方法」において、PC側の”Program Files”フォルダを指定できる
ようになります。
・「Document and Settingフォルダのバックアップ」チェックボックスをチェック
→「7.-2バックアップフォルダの指定方法」において、PC側の”Document and Setting”フォルダを
指定できるようになります。

「その他」アイコンをクリックして、
その他の詳細設定画面に切り替えてください。

⑥その他の詳細設定画面の各項目およびチェックボックスを必要に応じてチェックしてください。
各項目をチェックした時の動作は、以下のようになります。
1.「スタートアップに登録」チェックボックスをチェック
→Windowsの起動時に自動的に「PC Clone EX Lite」が起動し、タスクバーに登録されます。
2.「USBボタンを有効」チェックボックスをチェック
→本製品のバックアップボタンが有効になります。
1.「スタートアップに登録」の
設定

2.「USB ボタンを有効」の
設定
設定終了後は、
画面右下の
アイコンを
クリックして終了

5.「[ファイル・バックアップ]フォルダを隠す」チェックボックス
→本製品のHDD/SSD内にバックアップされたデータを見えないようにします。
6.「ファイル・バックアップ開始時に確認ウィンドウを開く」チェックボックス
→バックアップを実行する時に、確認ウィンドウを表示します。

⑦すべての詳細設定が完了したら、詳細設定画面右下のアイコンをクリックして画面を閉じてください。
以上で詳細設定は完了となります。
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7.-6 バックアップ用ソフト「PCClone EX Lite」のアンインストール手順

保 証 書

①スタートメニューを開いて、その中から「すべてのプログラム」をクリックしてください。
②プログラムの中に「PC Clone EX」フォルダがありますので、そのフォルダをクリックしてください。
③「PC Clone EX」フォルダの下に「FAT32 Format」、「PC Clone EX」、「Uninstall」の３つの項目が
表示されますので、「Uninstall」を選んでクリックしてください。
④アンインストール確認画面が表示されますので、アンインストール動作を実行する場合は
「アンインストール」ボタンをクリックしてください。
⑤アンインストール動作が完了すると完了メッセージ画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックして
画面を閉じてください。
以上でアンインストールは完了となります。

注意事項
※本製品付属のバックアップ用ソフトは、すべての環境への適合を保証するものではありません。
PC 環境により正しく動作しない場合がありますので、その場合は当ソフトの使用を中止し、PC より
削除してください。
※バックアップ機能とは、PC 側で作成あるいは上書きしたファイルの格納されているフォルダを
あらかじめ指定し、そのフォルダを本製品に内蔵した HDD/SSD に同じ階層のフォルダとして
コピーするものです。
※バックアップの性質上、ドライブ名（C ドライブ、E ドライブなどの順位）を変えないようご使用ください。
特にカードリーダーや HDD 外付け機器などをご使用される場合は、ドライブ名が変わる場合が
ありますので、ご注意ください。
もしドライブ名が変わった場合はバックアップフォルダの指定をやりなおす必要があります。

8．製品仕様

インターフェイス

データ転送速度
（理論値）

対応電源
接続ケーブル
対応ドライブ
対応OS

HDD/SSD側インターフェイス
・SATA
PC側インターフェイス
・USB3.0/USB2.0/USB1.1

１．保証について
保証書は記載内容を確認の上、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。
無償修理規定に従った内容で無償修理いたします。保証期間経過後の修理に関しましては有償修理となります。
＊データの保証に関しましては、当社では一切行っておりません。必ずバックアップを取ってください。
＊本保証書は当製品のみの保証となります、システムと連動した場合の動作を全て保証する物ではありません。
＊本製品は一般ユーザー様向けの製品です。機器組込での再販売や業務使用での保証は一切行っておりません。
そのような目的で使用される場合は予め弊社営業部までご連絡ください。販売店より購入されそのような目的で使用された
場合は、一般ユーザー様と同等の保証となります（故障修理などは販売店への持込修理となります）。
２．無償修理規定
正しい使用方法に従った上で装置が正常に動作しなかった場合、保証期間内と認められた場合に限り無償修理が適用
されます。また、適用範囲は装置及び装置の付属品までとなります。
修理不可能の場合で同じ製品が既に弊社に無い場合、同等品での代替で対応する場合があります。
保証期間内であっても次の各項に該当する場合は保証対象外又は有償修理となります。
ａ）使用上の誤り及び当社以外での修理、分解、調整、改造による故障及び損傷。
ｂ）お買い上げ後の落下、不適当な取付けなど、不当な取り扱いによる故障及び損傷。
ｃ）火災・地震・落雷・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
ｄ）故障の原因が本製品以外（ユーザーシステムなど）にあって、それを点検修理した場合。
ｅ）本保証書のご提示が無い場合、および本保証書に購入年月日・お客様名・販売店名の記載が無い場合。
ｆ）本保証書に記入された事項を許可無く書き換えた場合。
ｇ）機能上問題のない艶や小傷、私的感覚による転送速度・微振動・微音・共振音など、および箱などの傷。
h）製品を使用できなかった事の対価、取り外しや販売店への搬送など直接或いは間接的に発生する手間等の対価。
i）高温・高湿度環境下での使用及び、ほこりやごみの付着・虫などの侵入を原因とする故障など。
j）オークション・中古販売および譲渡等により本製品を入手した場合など。
本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などによる、直接損害･二次的な損害（データ作成費用・期待利益の
喪失等）については一切その責任を負いません。

型名/シリアルナンバー
OWL-EADP/U3 シリーズ
お買い上げ年月日
年
月
日
保証期間
お買い上げ日より 1 年間
保証対象
本体、付属品
ご氏名
お
ご住所
〒
―
客
様
電話番号
―
―
TEL
販
売
店

USB2.0接続時
・Low-Speed = 1.5 Mbps
・Full-Speed = 12 Mbps
・High-Speed = 480 Mbps
USB3.0接続時
・SuperSpeed = 5 Gbps

印

＊本書は、本記載内容で無償修理させていただくことをお約束するものです。 万一、保証期間内に故障が発生した場合は、
本書を御提示の上お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。また、本保証書にご購入店の捺印が無い場合は購入
レシート等で代用可能ですので必ずレシートは本保証書と一緒に大切に保管してください。
＊本保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

付属ACアダプターより供給（入力 AC100V 50/60Hz、出力 DC12.0V/2A）
USB3.0ケーブル（長さ 約1000mm）
2.5インチおよび3.5インチ SATAインターフェイスHDD/SSD
Windows 7/Vista/XP

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田5-24-1
サポートセンター電話：046-236-3522 ＦＡＸ：046-236-3521
サポート時間：10:00～12:00･13:00～18:00(土･日･祝祭日を除く)
ホームページ：http://www.owltech.co.jp
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