STEALTHONE D120

統合型ネットワークストレージサーバー
Network
Storage
Server

Network Storage Server D120
主要諸元
対応機種

DOS/V 対応コンピュータ、Apple Macintosh シリーズ
※LAN インターフェイスを搭載していること

対応 OS

Windows 2000 / XP / Vista / 7
MacOS10.4 以降

対応ブラウザ

InternetExplore6 以降 / Safari3 以降 を推奨

インターフェイス

（LAN ポート）

100/1000Base TX x 2

（USB ポート）

USB 規格 Revision.2.0
USB A コネクタ ×2
USB マスストレージクラス対応（フォーマットは FAT16 / 32 対応）

（コンソールポート）

RS-232C
D-Sub9 ピン

（内蔵）

Serial ATA（1.0 規格準拠）×3 ポート（HDD 接続済み）

（カードリーダー）

microSD / T-FLASH / M2 / X-PICTURE / SDHC / SD-Card / mmc / RS-mmc / CF4.0 / MSPRODUO / USB

電源

AC100-240V

外形寸法（本体）

W191×H246×D254（突起物含まず）

重量

約9㎏

RJ-45 型

8極

注意事項
■ ネットワーク機器ですので、正しい知識を持った技術者が設置及び初期設定を行ってください。
正しく設定されていない場合、情報流出の危険性があります。
■ 外部からのアクセス機能をご利用になるには、 そとから .com ダイナミック DNS サービスの使用とルーターに設定が必要になります。
そとから .com は株式会社ワイズが無償で本機をお使いのお客様に無償で提供するサービスです。
本サービスは予告なしにサービス終了となる場合があります。
■ 本機は完全なデータの保証をするものではありません。大切なデータは外部メディアなどに定期的にバックアップすることをお勧め致します。
■ 一部の機種やキャリアの携帯電話で正しくモバイル機能が表示および動作しないことがあります。
■ 一部の OS や PDA などのブラウザで正しく表示および動作しないことがあります。

安全に関する

ご 注 意
※
※
※
※

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

お問い合わせ

本製品は Unitop ltd.( 台湾） が開発・製造し、日本では株式会社ワイズが国内総販売元をしています。
記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
仕様・外観は予告なしに変更することがあります。
本カタログ記載の内容は 2011 年 1 月現在のものです。

日本総販売元
株式会社ワイズ

東京都千代田区外神田 2-2-19 丸和ビル

電話 03-5297-5470

FAX 03-5294-7959

Email：sales@stealthone.net

URL：http://www.stealthone.net

特定 NPO 法人

世界の子どもにワクチンを 日本委員会 (JCV)

www.jcv-jp.org

「世界の子どもにワクチンを 日本委員会（JCV)」に協賛し、
1 台ご導入毎にワクチンの寄付を行っております。

D120

Network Storage Server D120

1

ファイルストレージ

パワーメール

大容量 2TB、RAID5 構成によるファイルシステムでお客

※（注）

大きいサイズのメールが送信できなかった事、ありませんか？

様のデータ金庫となります。本機に保存されたデータはメ

数メガバイトを超えるファイルサイズを添付すると、プロ

ンバーで共有することが出来ます。また、アクセス権限設定

バイダーで拒否されてしまうことがあります。

をすることでフォルダの機密性を確保することが出来ます。

D120 に保存しているファイルを指定して、外部からダウ
ンロードできる URL（リンク）を作成し、それをメールで

2

送ることが出来ます。
リックするだけで、自動的に D120 から目的のファイルを

バックアップ

ダウンロードすることが出来ます。

理されます。

グループウエア

万が一 D120 内のデータを消してしまった場合、過去に
戻って該当するファイルのみを復元することが可能です。

3

簡易グループウエアを標準搭載。
・予定表

5

個人のスケジュールを全員で共有、設備予約
などにも使用できるのでビジネス効率がアッ

そとから .com

※（注）

プします。
・伝言メモ

個人宛てに、まるでデスクにメモ紙を置くかの
ように書込みが出来ます。

独自のダイナミック DNS サービスを利用することで、

・掲示板

IE などのブラウザから社内の D120 に簡単アクセス。

■グループウエアは携帯電話からでもご利用いただ
けます。ご利用の際は「そとから .com」の設定
が必要になります。

連絡事項などをスタッフ全員に伝えることが
出来ます。同時にファイルの添付も可能です。

出張先からでも社内にあるデータを確認する事が可能

・住所録

です。

6 in 1 カードリーダー

■パワーメールをご利用いただくには、D120 への
送信メール設定と そとから .com の設定が必
要になります。

受信した方はメールに記載されている URL( リンク）をク

D120 に保存されたデータはバックアップされ世代で管

6

4

電話番号・FAX 番号などの情報をスタッフ全
員で共有。エクセル書出しにも対応しています。

7

FAX フォルダ機能

8

UPS 対応

9

USB バックアップ

10

USB プリンタサーバー機能

本体前面にカードスロットを搭載し、SD カードや CF

デフォルトの FAX フォルダを監視し、そこにファイルが保

APC 社製 UPS に対応。

D120 に保存してあるデータを USB ハードディス

USB プリンターを接続すれば、USB プリンターを

カードなどのデータを直接取り込むことが可能です。

存されると指定のメールアドレスにファイルを添付して

UPS のバッテリー残量が少なくなると、自動的に

クに丸ごとコピーすることが可能です。

共有して使用することが出来るようになります。

microSD/T-FLASH/M2/X-PICTURE/SDHC/S

メールを送信します。コピー/FAXなどの複合機との連動で、

シャットダウンを行います。

ま た、ス ケ ジ ュ ー ル 設 定 を し て お け ば 定 期 的 に、

D-Card/mmc/RS-mmc/CF4.0/MSPRODUO/

受信した FAX を画像としてこのフォルダに保存しておけば

不意の停電などの場合にも、安全にシャットダウンす

USB ハードディスクに書出し可能です。

USB

外出先でも FAX を確認することが出来るようになります。

ることができるので、より安全にお使いいただけます。

※（注）の機能を使用する場合は、 そとから .com ダイナミック DNS サービスの使用とルーターに設定が必要になります。 そとから .com は株式会社ワイズが無償で本機をお使いのお客様に提供するサービスです。
ルーターなどにバーチャルサーバー機能やポートフォワード機能を設定する必要があります。一部のサーバーや Web カメラなどと同時に接続できない場合やポートの変更が必要な場合があります。

