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高速ギガビット LAN 接続 HDD “DigiJuke” に ServersMan を搭載 

CAS（Cloud Attached Server）として新登場 
 

プラネックスコミュニケーションズ株式会社（代表取締役社長:池上宏、本社：東京都渋谷区）は、高速ギ

ガビット LAN 接続 HDD “DigiJuke”に、フリービット株式会社（代表取締役社長:石田宏樹、本社:東京都

渋谷区）から発表された ServersMan シリーズの新プラットフォーム「ServersMan@CAS」を搭載した CAS
（Cloud Attached Server）を発売いたします。 

1Bay モデル（内蔵 HDD1TB）『MZK-NAS01SGS』と 2Bay モデル（内蔵 HDD2TB）『MZK-NAS02SGS』を

11 月 6 日から PLANEX Direct と Amazon.co.jp®など主要オンラインショップを中心に全国の主要代

理店を通じて発売いたします。また、本日より PLANEX Direct と Amazon.co.jp®にて先行予約を開始

いたします。 
これにより、いままで同じネットワーク内でしか共有できなかった自宅のデータをインターネット経由で

世界中から閲覧、更新、保存ができるようになります。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 本日より先行予約開始 
          PLANEX Direct  http://direct.planex.co.jp/ 
       Amazon.co.jp®  http://www.amazon.co.jp/ 
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◇ 製品型番：MZK-NAS01SGS （1Bay） ※1TBのHDD内蔵 
   JANコード：4941250170296 

    参考価格：￥24,800（税抜） 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                    
                             ※デザインは同梱のシールを貼った場合のイメージです。 
 
 
 
 

 
◇ 製品型番：MZK-NAS02SGS（2Bay） ※2TBのHDD内蔵 
   JANコード：4941250170302 
   参考価格：￥39,800（税抜） 

 

 

 

 

 

 
 
 

※デザインは同梱のシールを貼った場合のイメージです。 
 
※価格は、発表時のものであり予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。 
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□□主な特長□□ 
 
■ CAS とは 
   利用者の手元にありながら、インターネットからのダイレクトなアクセスが可能、かつ、Web サーバー

としての機能も備えるネットワーク接続型大容量記憶装置を「Cloud Attached Server」として改めて位

置づけました。 
   NAS（Network Attached Storage）に ServersMan@CAS を搭載し、新しい概念【CAS】へと進化いたし

ます。 
 
■ ServersMan の主な機能 
    今までホームネットワーク内でしか共有できなかった自宅のデータが、ServersMan@CAS を搭載した

CAS なら、インターネット環境が整った外出先から閲覧、更新、保存ができるようになります。またフォ

ルダごとに閲覧権限を設けることが出来ますので、フリーに公開するフォルダや、限られた友人に公開

するフォルダ、自分だけのフォルダなど用途に合わせて使い分けることが出来ます。 
ServersMan@CAS を搭載した CAS は、常時通電/接続環境下にあるという特性をいかし、通常は大

規模なデータセンターによって実現しているクラウドサーバーサービスに引けをとらない機能を実現し

ます。 
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・MyStorage フォルダ 
    ServersMan 内の MyStorage フォルダのデータに外出先からアクセスすることが可能。 
    外出先からデータの閲覧、更新、保存ができます。自分だけが外出先からアクセスできる、自分専

用のフォルダです。 
 
  ・Share フォルダ 
    ServersMan 内の Share フォルダのデータを ID とパスワードが付与された友人と共有することが出

来ます。同じ趣味を持つグループやサークルメンバーが Share フィルダ内のデータを閲覧、更新、保

存できます。 
 

・Web サーバー機能 
     ServersMan 内の public_html フォルダのデータを WEB サーバーとして公開できます。世界中の

Web ブラウザから自分の CAS（下記一意の URL）にアクセスすることが出来ます。 
    ※URL の中にある CAS 名はいつでも変更することが出来ます。 
 

http://serversman.net/CAS 名/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ServersMan@CAS の詳しい内容は下記 URL をご覧下さい 
 
URL ： http://www.freebit.com/press/pr2009/20091028_01.html  

http://www.freebit.com/press/pr2009/20091028_02.html 
 
 
 
 
 
■ 大容量ハードディスク搭載、しかも用途によって選べる 2 モデル 
   動作確認済みのハードディスクを搭載していますので、別途購入していただく必要はありません。 

1Bay モデル（1TB の HDD 内蔵） 
2Bay モデル（1TB×2 の HDD 内蔵） 

 
 ※2Bay タイプは出荷時の RAID1 に設定しております。 
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■ 高速インターフェース 
ギガビット(1000BASE-T)LAN ポートを搭載しており、高速なファイル転送を実現します。 
 

■ RAID 対応（MZK-NAS02SGS のみ） 
MZK-NAS02SGS は 2 台の HDD を搭載しております。2 つの HDD を読み書きのスピード重視もしくはデ

ータの保護重視の 2 種類の RAID モード（RAID0 / RAID1）を使い分ける事ができます。 
 

-データ保護重視(ミラーリング / RAID1) ※メーカー推奨 
2 台のハードディスクにまったく同じデータを書きこむことによって片方のハードディスクが破損しても、も

う一方からデータを読み出すことが可能です。大切なデータを守るのに最適です。 
使用可能容量は搭載容量の半分になります。 
2Bay（2TB）タイプの場合：使用可能容量 1TB 
※出荷時は RAID1 に設定しております。 

 
-データの読み書きのスピード重視 (ストライピング / RAID0) 
複数のハードディスクに均等にデータを振り分け同時に書き込むことによって、データの読み書きを高

速に行います。 
 
 

■ CAS 単体でファイルのダウンロードが可能 
CAS の管理画面でダウンロード元の URL を設定しておけばパソコンを立ち上げておかなくても CAS 単

体でファイルのダウンロードが可能です。WEB（http）又は FTP のダウンロードに対応しています。 
 
■ 多機能CAS 

-BitTorrent対応 
BitTorrentとは動画や音楽データ等の大容量ファイルのダウンロードを効率的にできるように設

計された高速ファイル交換ネットワークプロトコル(P2P：ピアツーピア)技術です。 
ダウンロードをパソコンではなくCAS単体で行うことを実現します。ブラウザでCASにダウンロード

設定を行うだけで、パソコンの電源を落としていてもCASに直接保存する事が可能になります。 
 

-iTunesサーバー対応  
音楽を複数のパソコンで楽しむことが可能になります。CASに音楽ファイルを保存しておけば、

iTunesをパソコンで起動するだけで自動的に共有プレイリストに登録されます。これによりパソコ

ンごとに同じ音楽を保存しなくても音楽を共有できます。 
 
※iTunesは米国Apple Inc.の登録商標です。 

 
-ホームメディアサーバー(DLNA対応) 

家庭内LAN(ホームネットワーク)を用いてAV機器やパソコン、デジタル家電を接続し、連携して利

用することが可能になります。最近増えているDLNA対応機器との連携もスムーズに行えます。

PLAYSTATION®3 を 使 え ば 、 ネ ッ ト ワ ー ク メ デ ィ ア プ レ ー ヤ ー が な く て も 写 真 、 動 画

（MPEG2,MPEG4）、音楽をDLNA非対応のテレビやオーディオ機器で楽しめます。 
 
※”PLAYSTATION”は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。 
 



 

  6

■ USB ポートを搭載 

外付けハードディスクや USB メモリを USB ポートにつなぎ、本体前面のコピーボタンを押すだけで簡単

にデータのコピーを行うことが可能です。 

 

■ ハードディスクの取出しが簡単 

背面の取り出し口からカードリッジを引き出して、簡単にハードディスクの設置・交換ができます。 

 

 

 

 

 

 
※写真は MZK-NAS01SGS です 

 

■ 設定ツールで簡単セットアップ 

   同梱の設定ツールを使って簡単にセットアップができるので、専門知識のない方でも安心です。 

 
※ Amazon®、Amazon.co.jp®および Amazon.co.jp®のロゴは Amazon.com,Inc. ®またはその関連会社の商標です。 

 
製品仕様 （仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください） 
 

【MZK-NAS01SGS】 
型番 MZK-NAS01SGS 

対応規格 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T (AutoMDI/MDI-X 対応) 

プロトコル TCP/IP、HTTP、FTP、SMB/CIFS 

内蔵 HDD : ext3 
フォーマット形式 

外付け USB : FAT16、FAT32、NTFS、ext2、ext3 

サポートサービス ServersMan@CAS、BitTorrent、Web/FTP Download、iTunes Server、DLNA1.0

ハードウェア   

チップセット Storlink RTL3516 

3.5 インチハードディスクドライブ×1（シリアル ATA/シリアル ATA II）
搭載可能ハードディスクドライブ 

最大 2TB（2TB×1） 

RJ-45×2 
インターフェース 

USB 1.1/2.0 ポート×2（タイプ Aコネクタ（前面×1、背面×1）） 

内蔵インターフェース シリアル ATA/シリアル ATA II×1 

LED POWER、LAN×2、HDD、USB×2 
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設定ボタン 電源、コピーボタン、USB リリースボタン 

冷却方法 ファン搭載 

入力 : AC100V 50/60Hz 2A 
AC アダプタ 

出力 : DC12V 5A 

電源 DC12V 

外形寸法 50（W）×165（H）×188（D）mm 

重量 約 1.6kg（HDD 含む） 

温度：0～40℃ 
動作時環境 

湿度：5～95%（結露なきこと） 

取得承認規格 VCCI Class B 

機能   

BitTorrent 対応（デフォルト 10 セッション、最大 50 セッション）） 

iTunes Server 対応 

Web/FTP Download 対応 

DLNA 1.0 準拠 

RAID - 

プリントサーバ機能 対応(双方向には対応しておりません。） 

その他 

Windows 7/Vista/XP/2000 日本語版 
対応 OS 

Mac OS X (10.3.9 以降) 日本語版 

各種設定方法 WEB ブラウザ 

保証期間 1 年間 

 
【MZK-NAS02SGS】 
型番 MZK-NAS02SGS 

対応規格 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T (AutoMDI/MDI-X 対応) 

プロトコル TCP/IP、HTTP、FTP、SMB/CIFS 

内蔵 HDD : ext3 
フォーマット形式 

外付け USB : FAT16、FAT32、NTFS、ext2、ext3 

サポートサービス ServersMan@CAS、BitTorrent、Web/FTP Download、iTunes Server、DLNA1.0

ハードウェア   

チップセット Storlink RTL3516 

3.5 インチハードディスクドライブ×2（シリアル ATA/シリアル ATA II）
搭載可能ハードディスクドライブ 

最大 2TB（RAID0: 1TB×2、RAID1: 2TB×2、RAID 無効: 2TB×2) 

インターフェース RJ-45×2 
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 USB 1.1/2.0 ポート×2（タイプ Aコネクタ（前面×1、背面×1）） 

内蔵インターフェース シリアル ATA/シリアル ATA II×2 

LED POWER、LAN×2、HDD×2、USB×2 

設定ボタン 電源、コピーボタン、USB リリースボタン 

冷却方法 ファン搭載 

入力 : AC100V 50/60Hz 2A 
AC アダプタ 

出力 : DC12V 5A 

電源 DC12V 

外形寸法 77（W）×165（H）×188（D）mm 

重量 約 2.6kg（HDD 含む） 

温度：0～40℃ 
動作時環境 

湿度：5～95%（結露なきこと） 

取得承認規格 VCCI Class B 

機能   

BitTorrent 対応（デフォルト 10 セッション、最大 50 セッション）） 

iTunes Server 対応 

Web/FTP Download 対応 

DLNA 1.0 準拠 

RAID RAID 0/1 

プリントサーバ機能 対応(双方向には対応しておりません。） 

その他 

Windows 7/Vista/XP/2000 日本語版 
対応 OS 

Mac OS X (10.3.9 以降) 日本語版  

各種設定方法 WEB ブラウザ 

保証期間 1 年間 

 
■注意事項 
※ハードディスクドライブ搭載。 
※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。  
最新情報は、弊社ホームページ（http://www.planex.co.jp）を参照ください。 

 
 

報道機関からのお問い合わせ先 TEL 03-4530-3108 

製品写真 http://www.planex.co.jp/poji/mzk-nas01sgs.shtml 
http://www.planex.co.jp/poji/mzk-nas02sgs.shtml 

メディアご担当者様お問い合わせ先 http://www.planex.co.jp/user/writer.shtml 

ユーザ直販ページ PLANEX Direct  
http://direct.planex.co.jp/ 


