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Press Release                                   2006 年６月９日 

報道関係各位 

MARSHAL 株式会社 

代表取締役 三原 修 

東京都文京区本郷 2-25-6 

ニューライトビル 3F 

 

ハードディスクケースの新ブランド「大判振舞シリーズ」発表 

美しいデザインと高機能を兼ね備える、第一弾 10 製品発売開始 

 

MARSHAL 株式会社は、機能とデザインを兼ね備えるハードディスクケース製品の新ブランド「大判振舞シリ

ーズ」を発表し、その第一弾として特色ある 10 機種を全国で順次発売します。 

 

現在、各社から数多くのハードディスク製品が販売されており、パソコン周辺機器の中のメジャーカテゴリーと

して消費者に認知されつつあります。しかしながら、殆どの製品は、単純に“ケーブルを使ってハードディスクを

パソコンに接続するだけのもの”であるのが現状で、およそ昨今のスタイリッシュなパソコンに似つかわしくない無

骨なデザインがまかり通り、価格の安さのみを訴求する販売戦略が目立ちます。こうした状況が、スタイリッシュな

デジタルライフとスマートなユーザビリティを追及する敏感な消費者から、商品選択の自由を奪っていると考える

当社は、新ブランド「大判振舞シリーズ」を提案し、これまでの他社製品とは違う、高機能かつこだわりのデザイン

を採用した製品を、リーズナブルな価格で提供することを決定いたしました。 

 

 この「大判振舞シリーズ」シリーズ第一弾として、業界初となるクレードルスタンド採用による簡単な脱着や、“ポ

ンッ”と押すだけで大切なデータの簡単バックアップを実現する“ワンタッチボタン”など、特色ある 10 製品を全国

で発売開始いたします。いずれの製品も、「大判振舞シリーズ」のコンセプトの元、当社こだわりのデザインとカラ

ーリングが施され、ユーザビリティを重視した高い完成度を誇り、従来のパソコン周辺機器とは一線を画すデジタ

ルライフスタイルを提供します。 

 

 当社では、洗練されたデザインとユーザビリティを実現する製品群を企画しており、順次発売していく計画です。

「大判振舞シリーズ」シリーズと当社の今後に、是非ご期待ください。 

（「大判振舞シリーズ」各機種の詳細は、別紙をご参照ください。） 

 

以上 
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販売開始時期 

2006 年 6 月 23 日 

 

型番/JAN コード/価格（税込み） 

MAL-0125B （2.5 インチ/ブラック）  JAN コード：4582255111015  標準価格 2,480 円 

MAL-0125S （2.5 インチ/シルバー）  JAN コード：4582255111022  標準価格 2,480 円 

MAL-0135B （3.5 インチ/ブラック）  JAN コード：4582255111039  標準価格 3,980 円 

MAL-0135S （3.5 インチ/シルバー）  JAN コード：4582255111046  標準価格 3,980 円 

MAL-0225B （2.5 インチ/ブラック）  JAN コード：4582255111053  標準価格 1,580 円 

MAL-0225S （2.5 インチ/シルバー）  JAN コード：4582255111060  標準価格 1,580 円 

MAL-0225W （2.5 インチ/ホワイト）  JAN コード：4582255111077  標準価格 1,580 円 

MAL-0235B （3.5 インチ/ブラック）  JAN コード：4582255111084  標準価格 2,980 円 

MAL-0235S （3.5 インチ/シルバー）  JAN コード：4582255111091  標準価格 2,980 円 

MAL-0235W （3.5 インチ/ホワイト）  JAN コード：4582255111107  標準価格 2,980 円 

 

販売目標 

15 万個（10 製品合計） 

 

販路 

全国の家電量販店、パソコン専門店など。 

 

報道関係お問い合わせ先 

担当 ： MARSHAL 株式会社 渡辺 

電話 ： 広報グループ 03-3817-6604 

e-mail ： kouho@marshal-no1.jp 

製品画像ダウンロードページ ： http://www.marshal-no1.jp/public/index.html 

 

 

＜MARSHAL 株式会社 会社概要＞ 

社名 ： MARSHAL 株式会社 （欧文表記 Marshal Corporation） 

所在地 ： 東京都文京区本郷 2-25-6 ニューライトビル 3F 

URL ： http://www.marshal-no1.jp/ 

代表者 ： 三原 修 （みはら おさむ） 

設立 ： 2005 年 12 月 20 日 

事業 ： PC、PC 関連商品の企画・開発・販売。PC 関連プロダクトデザインの企画・設計・製作。 
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（別紙） 

大判振舞シリーズ製品詳細 

MAL-0125B, MAL-0125S 

■ 2.5 インチ IDE ハードディスクを内蔵可能なケース 

パソコンショップで購入、あるいはノートパソコンで利用していた 2.5 インチ IDE ハードディスクを本製品に内蔵

することで、リーズナブルな外付けハードディスクとして利用することが出来ます。 

 

■ 業界初！クレードルスタンド採用 

業界で初めて（※1）、ハードディスクケースとパソコンとの接続にクレードルスタンドを採用。“パソコンと USB 接

続されたクレードルスタンドに本体を置く“、これだけの動作ですぐにデータ転送が可能になります。パソコン

本体背面にある USB ポートを探す、あるいはハードディスクケースを落としそうになりながらケーブル接続する

など、今まで煩わしかった接続時の作業から開放されます。 

 

■ 簡単バックアップを実現するワンタッチボタン 

日々のバックアップ作業を簡単にする、“ワンタッチボタン”を本体上部に装備。大切なデータを保護するため

にはこまめなバックアップ習慣が肝心です。このワンタッチボタンを利用すれば、ポンっと押すだけで添付の

バックアップソフトが起動し、大切なデータを高速にバックアップします。（※2） 

 

■ 美しい輝きを放つブルーイルミネーション 

美しく輝くブルーLED のイルミネーションを搭載。デスクトップの小さなインテリアとしてお楽しみください。 

 

■ おしゃれなキャリングポーチ 

持ち運ぶ際に便利な、携帯用キャリングポーチを同梱。汚れや傷から本体を守ります。 

 

■ 選べる 2 色 

本体カラーとして、シックなブラック（MAL-0125B）と、各種家電製品とも調和するシルバー（MAL-0125S）の 2

モデルを用意。 

 

■ USB2.0 対応 

USB2.0/1.1 に対応し、最高 480Mbps の快適なデータ転送を実現します。（※3） 

 

■ AC アダプタ、ドライバインストール不要 

USBケーブルを通じて供給されるバスパワー電源で駆動するため、なにかと邪魔になるACアダプタの接続や

持ち運びから開放されます。1 つの USB ポートからの電源供給では不十分な場合でも、付属の補助電源用端

子付き USB ケーブルにより、2 つの USB 端子から電源供給することで安定した動作を実現します。また、OS

標準ドライバで動作し、初回接続時にいちいち専用ドライバをインストールするといった作業も不要です（※4）。 



 4

MAL-0135B, MAL-0135S 

■ 3.5 インチ IDE ハードディスクを内蔵可能なケース 

パソコンショップで購入、あるいはデスクトップパソコンで利用していた 3.5 インチ IDE ハードディスクを本製品

に内蔵することで、リーズナブルな外付けハードディスクとして利用することが出来ます。 

 

■ 簡単バックアップを実現するワンタッチボタン 

日々のバックアップ作業を簡単にする、“ワンタッチボタン”を本体上部に装備。大切なデータを保護するため

にはこまめなバックアップ習慣が肝心です。このワンタッチボタンを利用すれば、ポンっと押すだけで添付の

バックアップソフトが起動し、大切なデータを高速にバックアップします。（※2） 

 

■ 美しい輝きを放つブルーイルミネーション 

美しく輝くブルーLED のイルミネーションを搭載。デスクトップの小さなインテリアとしてお楽しみください。 

 

■ インテリアとしても秀逸な専用スタンド 

美しいクリスタル風のアクリルを素材とし、独特な形状に洗練されたデザインを採用した、専用スタンドを同梱

しています。 

 

■ 選べる 2 色 

本体カラーとして、シックなブラック（MAL-0135B）と、各種家電製品とも調和するシルバー（MAL-0135S）の 2

モデルを用意。 

 

■ USB2.0 対応 

USB2.0/1.1 に対応し、最高 480Mbps の快適なデータ転送を実現します。（※3） 

 

■ ２ポート USB ハブ搭載 

セルフ、バスパワーモード両対応。USB フラッシュメモリー、マウス、キーボード、その他周辺機器の接続や、

「大判振舞シリーズ」製品の数珠繋ぎなど、必要に応じて自由に利用できる USB ハブを 2 ポート搭載していま

す。 

 

■ ドライバインストール不要 

OS 標準ドライバで動作し、初回接続時にいちいち専用ドライバをインストールするといった作業も不要です（※

4）。 
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MAL-0225B, MAL-0225S, MAL-0225W 

■ 2.5 インチ IDE ハードディスクを内蔵可能なケース 

パソコンショップで購入、あるいはノートパソコンで利用していた 2.5 インチ IDE ハードディスクを本製品に内蔵

することで、リーズナブルな外付けハードディスクとして利用することが出来ます。 

 

■ 簡単バックアップを実現するワンタッチボタン 

日々のバックアップ作業を簡単にする、“ワンタッチボタン”を本体上部に装備。大切なデータを保護するため

にはこまめなバックアップ習慣が肝心です。このワンタッチボタンを利用すれば、ポンっと押すだけで添付の

バックアップソフトが起動し、大切なデータを高速にバックアップします。（※2） 

 

■ コンパクトで持ち運びに便利！ 

幅 132×奥行き 87×高さ 14mm のコンパクトサイズ。場所を取らず設置場所を選びません。また 260g と軽量

で持ち運びにも便利です。 

 

■ おしゃれなキャリングポーチ 

持ち運ぶ際に便利な、携帯用キャリングポーチを同梱。汚れや傷から本体を守ります。 

 

■ 選べる 3 色 

本体カラーとして、シックなブラック（MAL-0225B）、各種家電製品とも調和するシルバー（MAL-0225S）、清潔

感あふれるホワイト（MAL-0225W）の 3 モデルを用意。 

 

■ USB2.0 対応 

USB2.0/1.1 に対応し、最高 480Mbps の快適なデータ転送を実現します。（※3） 

 

■ AC アダプタ、ドライバインストール不要 

USBケーブルを通じて供給されるバスパワー電源で駆動するため、なにかと邪魔になるACアダプタの接続や

持ち運びから開放されます。1 つの USB ポートからの電源供給では不十分な場合でも、付属の補助電源用端

子付き USB ケーブルにより、2 つの USB 端子から電源供給することで安定した動作を実現します。また、OS

標準ドライバで動作し、初回接続時にいちいち専用ドライバをインストールするといった作業も不要です（※4）。 
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MAL-0235B, MAL-0235S、MAL-0235W 

■ 3.5 インチ IDE ハードディスクを内蔵可能なケース 

パソコンショップで購入、あるいはデスクトップパソコンで利用していた 3.5 インチ IDE ハードディスクを本製品

に内蔵することで、リーズナブルな外付けハードディスクとして利用することが出来ます。 

 

■ ネジ不要！簡単組み込み 

ハードディスクの固定にネジを使用していないため、簡単に組み込むことが可能です。 

 

■ 高性能冷却ファン搭載 

ハードディスクから発せられる熱を効果的にクールダウンすることを目的とした、高性能冷却ファンを背面に搭

載。最新の高性能ハードディスクでも安定した動作を実現します。さらに、ファン停止スイッチも備えており、静

かな場所や周辺の気温が十分低い場合に、ファンの回転を停止することもできます。 

 

■ ありそうでなかった前面電源ボタン 

ユーザフレンドリーなインターフェイスを追求し、本体前面に電源ボタンを配置。後ろに手を回すことなく、前

面で電源のオン/オフが可能です。 

 

■ 便利な縦置きスタンド 

狭いデスクトップスペースを有効活用するための縦置きスタンドを同梱、縦置きも横置きも場所に応じて自由

自在に選ぶことができます。 

 

■ 選べる 3 色 

本体カラーとして、シックなブラック（MAL-0235B）、各種家電製品とも調和するシルバー（MAL-0235S）、清潔

感あふれるホワイト（MAL-0235W）の 3 モデルを用意。 

 

■ USB2.0 対応 

USB2.0/1.1 に対応し、最高 480Mbps の快適なデータ転送を実現します。（※3） 

 

■ ドライバインストール不要 

OS 標準ドライバで動作し、初回接続時にいちいち専用ドライバをインストールするといった作業も不要です（※

4）。 
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※1 発表時点における当社調べ。 

※2 “ワンタッチボタン”の機能を利用するためには、バックアップソフトのインストールが必要です。Windows 98SE/Me/Xp/2000

以外の OS では、“ワンタッチボタン”の機能はご利用いただけません。 

※3 USB2.0 接続時の最高データ転送速度は 480Mbps、USB1.1 接続時の最高データ転送速度は 12Mbps。 

※4 Windows 98SE でご利用になる場合は、ドライバのインストールが必要です。 
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製品仕様一覧 

 

製品型番 
MAL-0125B （ブラック） 

MAL-0125S （シルバー） 

MAL-0135B （ブラック） 

MAL-0135S （シルバー） 

MAL-0225B （ブラック） 

MAL-0225S （シルバー） 

MAL-0225W （ホワイト） 

MAL-0235B （ブラック） 

MAL-0235S （シルバー） 

MAL-0235W （ホワイト） 

インターフェイス USB2.0/1.1 

データ転送速度 最高 480Mbps（USB2.0 接続時） / 最高 12Mbps（USB1.1 接続時） 

電源 USB バスパワー AC アダプタ USB バスパワー AC アダプタ 

対応ハードディスク 

厚さ 9.5mm 以下の 

2.5 インチ IDE ハードディスク 

（UltaraATA133/100 対応） 

3.5 インチ IDE ハードディスク 

（UltaraATA133/100 対応）

厚さ 9.5mm 以下の 

2.5 インチ IDE ハードディスク 

（UltaraATA133/100 対応） 

3.5 インチ IDE ハードディスク 

（UltaraATA133/100 対応）

USB ハブ - 2 ポート - - 

クレードル接続 ○ - - - 

バックアップ用 

ワンタッチボタン 
○ ○ ○ - 

前面電源ボタン - - - ○ 

高性能冷却ファン - - - ○ 

対応 OS Windows 98SE/Me/Xp/2000、Mac OS 8.6 以上 

本体外形寸法 142W×90D×13Hmm 215W×127D×34Hmm 132W×87D×14Hmm 201W×104D×34Hmm 

重量 約 110g（本体ケースのみ） 約 530g（本体ケースのみ） 約 60g（本体ケースのみ） 約 250g（本体ケースのみ）

付属品 

ドライバ・ソフトウェア CD×1 

USB ケーブル×2 

クレードルスタンド×1 

キャリングポーチ×1 

ネジ一式 

ドライバ・ソフトウェア CD×1

USB ケーブル×1 

専用スタンド×1 

AC アダプタ×1 

ネジ一式 

 

USB ケーブル×1 

キャリングポーチ×1 

ネジドライバー×1 

ネジ一式 

ドライバ CD×1 

USB ケーブル×1 

専用スタンド×1 

AC アダプタ×1 

ネジ一式 

※ Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。 

※ Microsoft、Microsoft Windows、Windows NT、Back Office は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商

標または登録商標です。 

※ Macintosh、Power Macintosh、Mac、漢字 Talk 及び MacOS の名称、ロゴはアップルコンピュータ社の商標または登録商標で

す。 

※ その他記載された会社名及びロゴ、製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。 

 


