
大切なデータは大切なデータは大切なデータは大切なデータは

REX-RAIDで守る！REX-RAIDで守る！REX-RAIDで守る！REX-RAIDで守る！

オーディオ データ
5.1ch、7.1chサウンドの一般化。ロスレス圧縮
オーディオコーデックなどのハイレゾリューションオーディオの普及。マル
チトラックでの録音やデータ作成が行われ、データサイズは肥大化。

ム－ビー データ
ハイビジョンテレビやHDVカム、AVCHDカムの普及やAVCHD DVDなど
動画データはSD（デジタル地上波標準画質）からHD（高精細画質）へ移行。パ
ソコンで扱う動画データでもMPEG HDやWMV HDデータの作成が増加。

販売・会計関連 データ
重要な販売、会計関連のデータバックアップが必要。
e文書化 データ
パソコンで作成された電子文書やスキャナで読み込んだイメージファイルな
ど増え続ける電子化されたデータ保存が必要。
メール・グループウェア データ
メールやグループウェアで行う稟議書や各種精算のデータバックアップが必要。

プライベート データ
デジタル一眼レフカメラやデジタルビデオで撮影した
データ、ミュージックデータ、メールや添付ファイルの送受信データなど、
パソコン内だけで保存しているデータが増加。

様々なシーンで必要とされているハードディスクの「耐障害」「高速」「大
容量」すべてを充実させたREX-RAIDシリーズ eSATA/USB2.0 リムーバ
ブルRAIDケース（外付け・2ベイ・アルミ）「SA-DK2EU-R」と、250GBの
ハードディスクを2台搭載したRAIDハードディスク「SA-DK2EU-R500」
の有効な使用方法を紹介します。

高速・大容量ディスクが必要

安全性の高いディスクが必要

安全性の高いディスクが必要

～　RAID ＋ リムーバブルケースの便利な使い方　～

■クリエイティブ シーン

■ビジネス シーン

■ホーム シーン

RATOC
オリジナル

ディスクはトレイごと交換可能。
ミラーリングされたディスクのセット
を取引先の会社ごとにつくり、交換し
て使い分けができるRAIDケースです。

IDEハードディスクよりも高速なSATA
ハードディスクを交換用トレイに内
蔵し使用可能。
大容量データを快適にバックアップ
することに適したケースです。

交換用トレイはSATAリムーバブルケース「REX-SATAシリーズ」
と同じトレイを使用可能。トレイを共有できます。IDE変換トレイ
も使えます。

守秘義務を伴うなど重要なデータは
ディスクごと取り外し、そのまま金
庫など安全な場所に保管。ディスク
盗難によるデータ紛失や漏洩など、
セキュリティ対策に有効です。 交換用トレイを使い、毎日バックアッ

プデータが簡単に残せます。
(1) 業務終了後、バックアップ用トレイを取り出し保管
(2) 翌日用のバックアップ用トレイを入れる
(3) 自動でリビルド（マスターのコピー）が開始
     パソコンの電源オフでもリビルド実行OK
(4) 翌朝にはミラーリングされた状態で快適に作業開始

SATA HD専用 リムーバブルRAIDケース だから 便利！

SA-DK2EU-Rを

RAID 0（ストライピング）で使おう！

SA-DK2EU-Rを

RAID 1（ミラーリング）で使おう！

SA-DK2EU-Rを

RAID 0（ストライピング）で使おう！

SA-DK2EU-Rを

RAID 1（ミラーリング）で使おう！

2台のディスクへデータを分散し書き込むRAID 0（ストライピング）で、
eSATA接続時、Read/Write共に100MB/secの高速ディスク環境を実現。

2台のディスクに同じデータを同時に書きこむRAID 1（ミラーリング）で、
常に自動的にバックアップディスクを作成。

！

SA-DK2EU-R
標準価格　¥42,500（税抜き）　JAN　4949090750609

SA-DK2EU-R500
RAIDハードディスク（500GB）

標準価格　¥69,000（税抜き）　JAN　4949090750616

大容量

高 速

安 全

250GB×2
HD搭載モデル

REX-RAIDシリーズ
eSATA/USB2.0 リムーバブル
RAIDケース（外付け・2ベイ・アルミ）

秘

HDだけ安全な場所に保管HDだけ安全な場所に保管高速ハードディスクが使用可能高速ハードディスクが使用可能

REX-SATAシリーズと
共通の交換用トレイを

採用！

REX-SATAシリーズと
共通の交換用トレイを

採用！

ミラーリングされたディスクセットの
交換OK！

ミラーリングされたディスクセットの
交換OK！

A社用
ディスクセット

B社用
ディスクセット

交換OK

マスターディスク

バックアップディスク
ミラーリング

マスターディスクのデータを
常時バックアップディスクにコピー

①書き込み

②同時書き込み

2台のディスクへ
データを効率的に分散し保存

1 2 3
4 5 6

2台へデータを
分散書き込み 1 3 5

2 4 6

交換用トレイ

交換用トレイ

金
木

水

マスターディスク

バックアップディスク

マスターディスク

バックアップディスク

火 月

デイリーバックアップはテープ感覚デイリーバックアップはテープ感覚

USB2.0ロゴ認証テスト合格済USB2.0ロゴ認証テスト合格済



ラトックシステム株式会社

●販売代理店

このカタログは2007年2月現在のものです。

●資料のご請求、お問い合わせは

●本製品は国内仕様となっており、海外での保守およびサポートについては行っておりません。●記載されている名称・商品名は各社の商標または登録商標です。ただし、本文中には“R”および“TM”マークは明記しておりません。●予告なく外観または仕様の一部を変更するこ
とがあります。●表示価格には消費税は含まれておりません。●“REX”は株式会社リコーが商標権を所有していますが、弊社は使用許諾契約により商標の使用を認められています。

■東京支店� 〒101-0025　東京都千代田区神田佐久間町1-26 秋葉原村井ビル6F 
� TEL.03-5207-5010（代）  FAX.03-5207-6510
■本社� 〒556-0012　大阪市浪速区敷津東1-6-14 朝日なんばビル
■名古屋支店�〒460-0011　愛知県名古屋市中区大須3-2-15 栄南ＫＴビル 4F

名称

型番

ハードディスク容量

カラー

バスインターフェース

SATAコントローラ

動作モード

オートリビルド

接続コネクタ

対応ドライブ

転送速度（理論値）

REX-RAIDシリーズ eSATA/USB2.0

リムーバブルRAIDケース（外付け2ベイ・アルミ）

SA-DK2EU-R

0GB（ハードディスク未搭載）

ライトグレー（プラスチック部）

対パソコン：eSATA、USB2.0/1.1

対HD：SATA 

SiI4723（SATAII準拠）　ポートマルチプライヤ、RAID対応

RAID 1（ミラーリング）、RAID 0（ストライピング）、スパンニング、

スタンダード（2台のディスクを別々のドライブとして認識）

対応（RAID1モード使用時）※PC未接続でも動作可

対パソコン： eSATAコネクタ7ピンもしくはUSB SeriesB

対リムーバブルケース：SATA シグナル/電源一体型 

対HD：SATA シグナルコネクタ 7ピン、電源コネクタ 15ピン（3.3V電源は供給されません）

3.5インチ SATA HD

eSATA：3Gbps/1.5Gbps

USB2.0：480Mbps/12Mbps

FAN

電源

外形寸法

材質

重量

製品内容

対応OS

対応機種

DC12V、8cm角（ケースFANおよび電源FAN）

AC 100V　50-60Hz

190（W）×270（D）×165（H）mm（但し突起部含まず）

アルミ、プラスチック（ABS樹脂）、鋼板

約2.3Kg（トレイ含まず）/ 約3Kg（アルミトレイ含む） 

ケース本体、eSATAケーブル（100cm）、USB2.0ケーブル（100cm）、トレイロックキー（×4） 、

HDD取り付け用ネジ、AC電源コード（2P）、熱伝導パッド（×4）、SATAコネクタガード（×2）、

インデックスシール（×2）、ソフトウェアCD-ROM、ユーザーズマニュアル、使用ガイド、

LED説明ステッカー、保証書（１年）

トレイ（アルミ・ライトグレー）（×2）

Windows Vista/XP/2000/Server 2003  　　　　　

※ただしご使用のeSATAインターフェイスに準じます。

【eSATA接続】ポートマルチプライヤに対応したeSATAポートを標準装備、もしくはポート

　　　　　　　マルチプライヤ対応のeSATAホストインターフェイスを搭載したWindows PC

【USB接続】USBポートを標準装備、もしくはUSBホストインターフェイスを搭載した

　　　　　　Windows PC

■一般仕様

約2.3Kg（トレイ含まず）/ 約4.3Kg（ハードディスク内蔵アルミトレイ含む） 

トレイ（アルミ・ライトグレー・250GBハード

ディスク搭載）（×2）

REX-RAIDシリーズ eSATA/USB2.0

リムーバブルRAIDハードディスク（500GB）

SA-DK2EU-R500

500GB（250GBハードディスク×2を搭載）

3.5インチ SATA HD（250GBハードディスク×2を搭載済み）

RAIDなど多彩なモードに対応

冷却効果を高める3つの機構でハードディ
スクの温度を低く保ちます。
その機構により、高速回転ハードディスク
の長時間使用や負荷のかかる処理でも、
ハードディスクからの発熱によるリード/
ライトエラー増加や、ディスク寿命の短
命化を防ぎます。

※本製品の電源は、パソコンの電源と連動しません。※本製品に内蔵したハードディスクからOSの起動は行えません。※ポートマルチプライヤ未対応のeSATAホストインターフェイスでは使用できません。※NCQ（Native Command 
Queuing）をご利用になるには、NCQ対応のハードディスクとホストインターフェイス及びドライバソフトウェアが必要です。※弊社製REX-Dockシリーズ用トレイは使用できません。※他社製のトレイは使用できません。※製品改良のため予
告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

実行速度比較でeSATAはUSB2.0やNASを寄せ付けない速度で、なかでもRAID 0
（ストライピング）でのeSATA接続が100MB/secと他と比べても圧倒的に高速。
速度が要求されるクリエイティブシーンにはネットワークディスクよりもeSATA
接続のRAIDケースが最適。

ディスク交換時、パソコンやケース本体（SA-DK2EU-R）の電源
を切らずにディスク（トレイ）の抜き挿しができるホットスワップ
可能。作業を中断することなく使用できます。

ディスク障害発生時もリムーバブルでラクラク交換

ディスクの障害発生時には、ケース本体の赤いランプが点灯します。またブザー音
で障害を警告します。

ランプ・ブザー音による障害通知

RAID 1（ミラーリング）ディスク障害発生時では、自動的に障害発生ディスクの切
り離し、正常なディスクへ切り替えます。障害発生ディスクを新しいディスクに交
換するだけで、自動的にディスクが再構築されるオートリビルド機能搭載。

オートリビルド機能搭載

RAIＤモニターでハードディスクの管理

大容量データも高速転送！

ディスクエラー時も安心！

高速3Gbps転送対応
高速化のすすむ3Gbpsハードディスクの性能を活かすことができます。

NCQ（Native Command Queuing） 対応
ハードディスクへのアクセスを最適化するNCQが使用可能です。
※NCQなどSATAネイティブな機能を使用するためには、この機能に対応した環境（ハードディスク、イン

ターフェイス、ドライバ、BIOSなど）が必要です。

eSATA接続で3Gbps・NCQ対応

RAID環境の監視が簡単に行え便利なオリジナルソフト
ウェア「RAIDモニター」を添付。
エラー発生時の、エラーメッセージの表示や、ログの採取、
指定したメールアドレスへエラー内容通知の送信が可能。
またソフトから切り離し操作を行うことで、パソコンの電源を入れたままでも、キース
イッチをOFFにするだけで、安全にハードディスクの取り外しができます。
※2台の同時トレイ交換は、ケース本体の電源を切ってからおこなってください。

■オプション■
交換用トレイの250GBハードディスク搭載モデル
250ＧB HD組込　アルミトレイ

SA-35TRA-LG250
標準価格　¥17,800（税抜き）　JAN　4949090750623

RAID 1（ミラーリング）

安全性向上
マスターディスクに書き込んだデータ
は、自動的にバックアップディスクへ
も保存。

RAID 0（ストライピング）

高速・大容量
データを2台のドライブに分散して書
き込みます。ディスクアクセス速度は
1台の動作時と比べ約2倍に向上。

スパンニング

大容量

スタンダード

手軽にハードディスクを入れ替え

クリエイティブ シーンに最適

特定パソコンでのデータ保護やディスク補強には、パソコン直結型のRAIDケース
が最適。NASを使うときのようなLANの知識は不要で、簡単に接続できます。ま
たネットワーク接続による不正アクセスの心配もありません。

NASよりも簡単で安全

250GBを各トレイに搭載した「SA-DK2EU-R500」では、購入後、リビルドの
必要もなく、簡単に運用開始が可能です。

購入してすぐに使えるハードディスク搭載モデルを用意

NASでは使用できないデータの暗号化にはOS標準の暗号化機能を使用可能です。
OS標準の暗号化機能を使用可能

RAIDケースは簡単・安全！ ビジネス シーンに最適

クリエイティブ シーンに最適

ビジネス シーンに最適

ビジネス シーンに最適

100MB/secの高速転送

熱の流れ

空気の流れ

ディスク1

ディスク2
＋＋

1台として
データを保存

1 2 3
4 5 6

2台へデータを
分散して書き込み
2台へデータを
分散して書き込み

1 3 5

2 4 6

大切なデータを守る！大切なデータを守る！大切なデータを守る！大切なデータを守る！

ミラーリング

①書き込み

②同時書き込み

マスター

バックアップ

冷却1
熱伝導パッドで
熱を確実に逃がす！

冷却2
アルミ材質で
素早く熱を拡散！

冷却3
大口径80mmファン搭載、
内部の熱を放出！

FAST

CPU：Intel Core2Duo E6400 2.13GHz
M/B：Intel D975XBX
メモリ：1GB
OS：Windows XP SP2
eSATAホスト：REX-PE30S
HD：Hitachi HDS721616PLA380　160GB SATA300
Bench soft：FDBENCH Ver.1.01

放熱に配慮したアルミ筐体・ファン搭載

（2）キーを回して （3）トレイ交換！

（1）パソコン上で取り外し

Read
Write

eSATA
（RAID 0）

eSATA

eSATA
（RAID 1）

NAS
（RAID 5）

NAS
（RAID 1）

単位：MB/sec

USB2.0

ベンチマークテスト結果
97.709

105.567

71.160
66.192

71.160
67.501

18.249
14.000

17.902
16.548

26.418
32.425

【環境】




