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MARSHAL から新シリーズ 

業界初!!データ損失を未然に防げる!! 
外付けハードディスクケース・スタンド/USB 変換ケーブル 

【Dr.CHECKMAN シリーズ】5 製品同時発売 
 

 

MARSHAL 株式会社は、従来の製品にない機能を搭載した、ハードディスクに起こった

障害を LED の表示で簡単にチェックすることができる「Dr.CHECKMAN シリーズ」を発売い

たします。 

このブランドは、ハードディスクの内部を診断する医者という意味とユーザーに親しみを

持ってもらえ、分かりやすいシリーズ名という思いから「Dr.CHECKMAN」というシリーズ名

にしました。 

初回として、外付けハードディスクケース 2 製品、外付けハードディスクスタンド 1 製品、

USB 変換ケーブル 2 製品をリリースします。 

外付けハードディスクケースは、初心者にも使いやすい USB2.0 接続 3.5 インチ Serial 

ATA HDD 対応。持ち運びに便利な USB2.0 接続 2.5 インチ Serial ATA HDD 対応の 2

製品。 

外付けハードディスクスタンドは、クレードル式でデータのやり取りをしやすい USB2.0

接続 2.5 インチ&3.5 インチ Serial ATA HDD 両対応の 1 製品。 

USB 変換ケーブルは、IDE HDD にも対応したコアユーザー向けで USB2.0 接続 2.5 イ

ンチ&3.5 インチ Serial ATA&IDE HDD 両対応。コアユーザー向けで手軽に使用可能な

USB2.0 接続 2.5 インチ&3.5 インチ Serial ATA 両対応の 2 製品。合計 5 製品を 8 月中旬

より発売いたします。 
「Dr.CHECKMAN シリーズ」は、他社との差別化を図る為、ハードディスクの内部で起こる不良

セクタ・シークエラー等の状態を視覚的に判断できる LED を搭載し、ソフトウェアのインストール不

要で PC レスで判定表示ができる製品です。（MAL-4135SBK、MAL-4335SWH、MAL-04SAU

のみ）他社にはない、ハードディスクのコンディションをチェックできる新機能を搭載し、全製品実

用新案を取得しています。 

今後、「Dr.CHECKMAN シリーズ」では、大切なデータの損失を未然に防ぐことができ、ユー

ザーが安心してパソコンライフを楽しめる製品を発売して参ります。 

 
販売開始時期   2013 年 8 月中旬より。 

 

http://www.marshal-no1.jp/


   

 

型番/JAN コード/価格/実用新案登録番号 

 

■3.5 インチ Serial ATA HDD 対応ハードディスクケース 

実用新案登録番号 第 3178767 号 

MAL-4135SBK      JAN コード：45-82255-11452-8 標準価格 2,280 円（税込） 

 

 

■2.5 インチ Serial ATA HDD 対応ハードディスクケース 

実用新案登録番号 第 3178768 号 

MAL-4225SBK      JAN コード：45-82255-11453-5 標準価格 980 円（税込） 

 

■2.5&3.5 インチ Serial ATA  HDD 両対応ハードディスクスタンド 

実用新案登録番号 第 3178766 号 

MAL-4335SWH      JAN コード：45-82255-11454-2 標準価格 2,280 円（税込） 

 

 

■2.5&3.5 インチ Serial ATA  HDD 両対応 USB 変換ケーブル 

実用新案登録番号 第 3178769 号 

MAL-04SAU       JAN コード：45-82255-11455-9 標準価格 1,980 円（税込） 

 

■2.5&3.5 インチ Serial ATA & IDE HDD 両対応 USB 変換ケーブル 

実用新案登録番号 第 3178769 号 

MAL-04SAPAU      JAN コード：45-82255-11456-6 標準価格 2,980 円（税込） 

 

読者（ユーザー）様からのお問い合わせ先 

MARSHAL 株式会社  kouho@marshal-no1.jp 

報道関係様からのお問い合わせ先 

担当：MARSHAL 株式会社 広報グループ TEL.03-6803-0948  kouho@marshal-no1.jp 

製品画像：http://www.marshal-no1.jp/information/form.html 
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Dr.CHECKMAN/MAL-4135SBK 【主な特長】 
 

 
■HDDのデータ損失を未然に防げる 
LED判定表示でHDDのコンディションがひとめでわかります。また、PCレスでもHDDのコン
ディションをチェックすることができます。もちろん、通常のHDDケースとして使用することも
可能です。 
 
■大容量ハードディスクの 4TB対応 
動画や写真など様々な大容量データを管理する時に便利です。 
※本製品には、ハードディスクは付属していません。 
 
■PC電源連動機能搭載 
PCの電源をOFFにすれば、本製品に接続したHDDの回転も即座に停止します。本製品
の電源を切り忘れても安心して使用できます。 
 
■コンパクトでスリムなアルミボディ採用 
放熱性に優れたアルミボディを採用しました。内部温度の上昇を緩和します。 
 
■便利な縦置きスタンド付き 
スタンドを使用すれば安定した縦置きが可能です。スタンドを取り外せば横置きも可能で
す。シチュエーションに合わせて様々な置き方が可能です。 
 
■PlayStation®3、REGZAでの動作確認済み  
FAT32 でフォーマットされた HDD を内蔵すれば、PlayStation®3、REGZA の外付け HDD
としてご使用頂けます。番組を録画したり、動画や音楽などのコンテンツの保存など、使い
方が広がります。 
 
■ドライバインストール不要  

Windows8/Windows7/Vista/XP/2000PRO では、 ドライバのインストールは必要ありません。PC

本体と接続するだけですぐに使用可能です。 

 

製品構成 
MAL-4135SBK 本体×1 台、USB ケーブル(コネクタ：A タイプ-B タイプ)×1 本、AC/DC
アダプタ(過電流防止機能搭載)×1 個、スタンド×1 台、HDD 固定ネジ一式、取扱説明書
×1 冊、保証書(製品購入日より 1 年間) 
 
製品仕様・動作環境 

対応 PC：USB2.0 以上の端子を持つ DOS/V 機 

対応 OS：Windows8/Windows7/Vista/XP/2000PRO 

対応 HDD：Serial ATA 3.5 インチ HDD 

インタフェース：USB2.0&1.1 

サイズ：約 35mm(W)×203mm(D)×116mm(H) 

重量：約 479g(HDD は除く) 

消費電力：約 0.01kwh/時(瞬時電力：約 20W) 
電源対応：入力:AC100V～240V / 出力:12V,2.0A 対応 
使用環境：室温 5℃～40℃/湿度 30％～90％(結露しないこと) 



   

同時使用可能 HDD：1 台 
搭載可能 HDD 最大容量：4TB（GPT フォーマット時） 
HDD 転送速度：Read 35±5MB/Write 35±5MB 
SSD 転送速度：Read 35±5MB/Write 35±5MB 
ケーブルの長さ：USB ケーブル 約 84cm(コネクタ：A タイプ-B タイプ) 
 
製品写真 

 

■筐体画像 

 
■パッケージ画像 

 

 



   

 
 

Dr.CHECKMAN/MAL-4225SBK 【主な特長】 
 

 
■HDDのデータ損失を未然に防げる 
LED判定表示でHDDのコンディションがひとめでわかります。面倒な操作不要で簡単に
チェックすることができます。もちろん、通常のHDDケースとして使用することも可能です。 
 
■2.5 インチSATA専用HDDケース 
2.5 インチSATA・SATAⅡのHDDやSSDを簡単に外付HDDでご利用いただけます。 
※SSDでのLED判定はできません。 
 
■PlayStation®3 のtorne、東芝製液晶TVのREGZAでの動作確認済み 
FAT32 でフォーマットされたHDDを内蔵すれば、torneやREGZAの外付けHDDとしてご使
用頂けます。番組を録画したり、動画や音楽などのコンテンツの保存など、使い方が広がり
ます。 
 
■PC電源連動機能搭載 
PCの電源をOFFにすれば、本製品に接続したHDDの回転も即座に停止します。本製品
の電源を切り忘れても安心して使用できます。 
 
■電源不要、バスパワー駆動 
USBバスパワー駆動対応。USBインターフェースからの電源供給だけで動作する、外部電
源（ACアダプタなど）不要設計。 
※一部のパソコンでは、バスパワーで起動しない場合があります。 
 
■コンパクトでスリムなアルミボディ採用  

放熱性に優れたアルミボディを採用しました。内部温度の上昇を緩和します。 

 

■ドライバインストール不要  

Windows8/Windows7/Vista/XP/2000PRO では、ドライバのインストールは必要ありません。PC 本

体と接続するだけですぐに使用可能です。 

 

製品構成 
MAL-4225SBK 本体×1 台、USB ケーブル(コネクタ：A タイプ-miniB タイプ)×1 本、取扱
説明書×1 冊、保証書(製品購入日より 1 年間) 
 
製品仕様・動作環境 
 
対応 PC：USB2.0 以上の端子を持つ DOS/V 機 
対応 OS：Windows8/Windows7/Vista/XP/2000PRO 
対応 HDD：Serial ATA 2.5 インチ HDD 
インタフェース：USB2.0&1.1 
サイズ：約 79mm(W)×129mm(D)×17.5mm(H) 
重量：約 109g(HDD は除く) 
消費電力：約 0.003kwh/時(瞬時電力：約 6W) 
対応電源(別売り)：入力:AC100V～240V/出力:5V,2.0A 対応 
使用環境：室温 5℃～40℃/湿度 30％～90％(結露しないこと) 
同時使用可能 HDD：1 台 
搭載可能 HDD 最大容量：1TB 



   

HDD 転送速度：Read 35±5MB/Write 35±5MB 
SSD 転送速度：Read 35±5MB/Write 35±5MB 
ケーブルの長さ：USB ケーブル 約 84cm+約 24.5cm(コネクタ：A タイプ-miniB タイプ) 
 
製品写真 

 

■筐体画像 

 
■パッケージ画像 

 

 
 

 

 

 



   

 
 

Dr.CHECKMAN/MAL-4335SWH 【主な特長】 
 

 
■HDDのデータ損失を未然に防げる 
LED判定表示でHDDのコンディションがひとめでわかります。また、PCレスでもHDDのコン
ディションをチェックすることができます。もちろん、通常のHDDスタンドとして使用すること
も可能です。 
 
■2.5 インチ&3.5 インチSATA HDDとSSD対応 
HDDやSSDを上から挿し込むだけで外付けHDDとして使用可能なスタンドです。面倒な操
作も不要で初心者の方にもオススメです。汎用性の高いUSB2.0 接続で、2.5 インチ&3.5
インチのSATA HDDや 2.5 インチのSSDが使用可能です。 
※SSDのコンディション判定はできません。 
 
■大容量ハードディスクの 4TB対応 
動画や写真など様々な大容量データを管理する時に便利です。 
※2TBを超えるボリュームを作成するには、お使いのOSがGUIDパーティション(GPT)に対
応している必要があります。 
 
■PC電源連動機能搭載 
PCの電源をOFFにすれば、本製品に接続したHDDの回転も即座に停止します。本製品
の電源を切り忘れても安心して使用できます。 
 
■東芝製液晶テレビの【REGZA(レグザ)】で動作確認済み 
REGZAフォーマットされたHDDを挿し込めば、テレビ番組録画が可能です。 
※REGZAの場合、HDDの認識容量は最大 2TBまでとなります。 
※REGZAに外付けHDDを接続する場合、自動でデータが初期化されます。 
 
■PlayStation®3 の【torne(トルネ)】で動作確認済み  
FAT32 でフォーマットされた HDD を挿し込めば、torne で外付け HDD として使用すること
が可能です。torne を使用すれば、テレビ番組を録画することが可能です。 
※torne でご使用の場合、FAT32 でフォーマットをしてからご使用ください。 
 
■ドライバインストール不要   

Windows8/Windows7/Vista/XP/2000PRO では、ドライバのインストールは必要ありません。PC 本

体と接続するだけですぐに使用可能です。 

 

製品構成 

MAL-4335SWH 本体×1 台、USB ケーブル(コネクタ：A タイプ-B タイプ)×1 本、AC/DC

アダプタ(過電流防止機能搭載)×1 個、取扱説明書×1 冊、保証書(製品購入日より 1 年

間) 
 
製品仕様・動作環境 
 
対応 PC：USB2.0 以上の端子を持つ DOS/V 機 
対応 OS：Windows8/Windows7/Vista/XP/2000PRO 
対応 HDD：Serial ATA2.5 インチ＆3.5 インチ HDD 
インタフェース：USB2.0&1.1 



   

サイズ：約 77mm(W)×153mm(D)×80.8mm(H) 
重量：約 465g(HDD は除く) 
消費電力(2.5 インチ HDD)：約 0.003kwh/時(瞬時電力：約 6W) 
消費電力(3.5 インチ HDD)：約 0.01kwh/時(瞬時電力：約 20W) 
電源対応：入力:AC100V～240V / 出力:12V,2.0A 対応 
使用環境：室温 5℃～40℃/湿度 30％～90％(結露しないこと) 
同時使用可能 HDD：1 台 
搭載可能 HDD 最大容量：2.5 インチハードディスク：1TB 
搭載可能 HDD 最大容量：3.5 インチハードディスク：4TB 
HDD 転送速度：Read 35±5MB/Write 35±5MB 
SSD 転送速度：Read 35±5MB/Write 35±5MB 
ケーブルの長さ：USB ケーブル 約 84cm+約 24.5cm（コネクタ：A タイプ-B タイプ） 
 
製品写真 

 

■筐体画像 

 
■パッケージ画像 

 

 



   

 
 

Dr.CHECKMAN/MAL-04SAU 【主な特長】 
 

 
■HDDのデータ損失を未然に防げる 
LED判定表示でHDDのコンディションがひとめでわかります。面倒な操作不要で簡単に
チェックすることができます。もちろん、通常のUSB変換ケーブルとして使用することも可能
です。各種ドライブをUSBに変換し接続可能にします。 
 
■2.5 インチ&3.5 インチSATA HDDとSSD対応 
HDDやSSDを本製品に挿し込むだけで外付けHDDとして使用可能なケーブルです。面倒
な操作も不要で初心者の方にもオススメです。汎用性の高いUSB2.0 接続で 2.5 インチ＆
3.5 インチのSATA HDDや 2.5 インチのSSDが使用可能です。 
※SSDのコンディション判定はできません。 
 
■大容量ハードディスクの 4TB対応 
動画や写真など様々な大容量データを管理する時に便利です。 
※2TBを超えるボリュームを作成するには、お使いのOSがGUIDパーティション（GPT）に対
応している必要があります。 
 
■PC電源連動機能搭載 
PCの電源をOFFにすれば、本製品に接続したHDDの回転も即座に停止します。本製品
の電源を切り忘れても安心して使用できます。 
 
■東芝製液晶テレビの「REGZA（レグザ）」で動作確認済み 
東芝製液晶テレビの「REGZA（レグザ）」でテレビ番組録画をすることが可能です。 
※REGZAの場合、ハードディスクの認識容量は最大 2TBまでとなります。 
※REGZAに外付けHDDを接続する場合、自動でデータが初期化されます。 
 
■PlayStation®3 の「torne（トルネ）」で動作確認済み 
FAT32 でフォーマットされたHDDを挿し込めば、torneで外付けHDDとして使用することが
可能です。torneを使用すれば、テレビ番 組を録画することが可能です。  
※torneでご使用の場合、FAT32 でフォーマットをしてからご使用ください。 
 
■ドライバインストール不要  

Windows8/Windows7/Vista/XP/2000PRO では、ドライバのインストールは必要ありません。PC 本

体と接続するだけですぐに使用可 能です。 

 

製品構成 
MAL-04SAU 本体×１台、USB ケーブル（コネクタ：A タイプ-miniB タイプ）×1 本、AC / 
DC アダプタ（過電流防止機能搭載）×1 個、取扱説明書×1 冊、保証書(製品購入日より
1 年間) 
 
製品仕様・動作環境 
 
対応 PC：USB2.0 以上の端子を持つ DOS/V 機 
対応 OS：Windows8/Windows7/Vista/XP/2000PRO 
対応 HDD：Serial ATA 2.5 インチ/3.5 インチ HDD 
インタフェース：USB2.0&1.1 
サイズ：約 66.6mm（W）×48.5mm（D）×13.1mm（H） 



   

重量：約 24g（HDD は除く） 
消費電力(2.5 インチ)：約 0.003kwh/時(瞬時電力：約 6W) 
消費電力(3.5 インチ)：約 0.01kwh/時(瞬時電力：約 20W) 
対応電源：入力:AC100V～240V/出力:5V,2.0A 対応 
使用環境：室温 5℃～40℃/湿度 30％～90％(結露しないこと) 
同時使用可能 HDD：1 台 
搭載可能 HDD 最大容量：2.5 インチハードディスク：1TB 
搭載可能 HDD 最大容量：3.5 インチハードディスク：4TB 
HDD 転送速度：Read 35±5MB/Write 35±5MB 
SSD 転送速度：Read 35±5MB/Write 35±5MB 
ケーブルの長さ：USB ケーブル 約 84cm（コネクタ：A タイプ-miniB タイプ） 
 
製品写真 

 

■筐体画像 

 
■パッケージ画像 

 

 



   

 
 

Dr.CHECKMAN/MAL-04SAPAU 【主な特長】 
 

 
■HDDのデータ損失を未然に防げる 
LED判定表示でHDDのコンディションがひとめでわかります。面倒な操作不要で簡単に
チェックすることができます。もちろん、通常のUSB変換ケーブルとして使用することも可能
です。各種ドライブをUSBに変換し接続可能にします。 
 
■2.5 インチ&3.5 インチSATA＆IDE HDDとSSD対応 
HDDやSSDを本製品に挿し込むだけで外付けHDDとして使用可能なケーブルです。面倒
な操作も不要で初心者の方にもオススメ です。汎用性の高いUSB2.0 接続で 3.5 インチ
＆2.5 インチのSATA&IDE HDDや 2.5 インチのSSDが使用可能です。 
※SSDのコンディション判定はできません。 
 
■大容量ハードディスクの 4TB対応 
動画や写真など様々な大容量データを管理する時に便利です。 
※2TBを超えるボリュームを作成するには、お使いのOSがGUIDパーティション(GPT)に対
応している必要があります。 
 
■東芝製液晶テレビの【REGZA（レグザ）】で動作確認済み 
東芝製液晶テレビの「REGZA（レグザ）」でテレビ番組録画をすることが可能です。 
※REGZAの場合、ハードディスクの認識容量は最大 2TBまでとなります。 
※REGZAに外付けHDDを接続する場合、自動でデータが初期化されます。 
 
■PlayStation®3 の「torne（トルネ）」で動作確認済み 
FAT32 でフォーマットされたHDDを挿し込めば、torneで外付けHDDとして使用することが
可能です。torneを使用すれば、テレビ番組を録画することが可能です。  
※torneでご使用の場合、FAT32 でフォーマットをしてからご使用ください。 
 
■ドライバインストール不要  

Windows8/Windows7/Vista/XP/2000PRO では、ドライバのインストールは必要ありません。PC 本

体と接続するだけですぐに使用可 能です。 

 

製品構成 
MAL-04SAPAU 本体×１台、USB ケーブル（コネクタ：A タイプ-miniB タイプ）×1 本、
Serial ATA ケーブル×1 本、AC / DC アダプタ（過電流防止機能搭載）×1 個、取扱説
明書×1 冊、保証書(製品購入日より 1 年間) 
 
製品仕様・動作環境 

 
対応 PC：USB2.0 以上の端子を持つ DOS/V 機 
対応 OS：Windows8 / Windows7 / Vista / XP / 2000PRO 
インタフェース：USB2.0&1.1 
対応 HDD：Serial ATA 3.5 インチ / 2.5 インチ HDD、IDE3.5 インチ / 2.5 インチ HDD 
サイズ：約 64mm（W）×59.8mm（D）×12.3mm（H) 
重量：約 33g（HDD は除く） 
消費電力(2.5 インチ)：約 0.003kwh/時(瞬時電力：約 6W) 
消費電力(3.5 インチ)：約 0.01kwh/時(瞬時電力：約 20W) 



   

電源対応：入力:AC100V～240V / 出力:12V,2.0A 対応 
使用環境：室温 5℃～40℃/湿度 30％～90％(結露しないこと) 
同時使用可能 HDD：1 台 
搭載可能 HDD 最大容量：2.5 インチハードディスク：1TB 
搭載可能 HDD 最大容量：3.5 インチハードディスク：4TB 
HDD 転送速度：Read 35±5MB/Write 35±5MB 
SSD 転送速度：Read 35±5MB/Write 35±5MB 
ケーブルの長さ：USB ケーブル 約 84cm（コネクタ：A タイプ-miniB タイプ） 
 
製品写真 

 

■筐体画像 

 
■パッケージ画像 

 

                      以上 


