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HOME ＞ 商品情報 ＞ HDDシリーズ ＞ 「CG-NSC1000GT」商品情報

ギガポート搭載 LAN接続ハードディスクケース 「HDD L BANK TERA」 （NAS ディスクレスモデル）

CG-NSC1000GT
標準価格 発売日

14,175円(税抜12,886円) 販売終了製品

型　番 JANコード

CG-NSC1000GT 4519157017459

※プリントサーバ機能はWindowsのみのサポートとなります。
　（プリンタのすべての動作を保証するものではありません。 ）
※プリントサーバ機能はSMB on TCP/IP(WPS)での動作となります。

CG-NSC4500GT商品ページはこちら

CG-NSC2100GT商品ページはこちら

動作確認済みHDDはこちらをご覧ください

CG-NSC1000GTの最新情報はこちら



CG-NSC1000GTは、3.5インチSATAハードディスクドライブを内蔵可能なNAS（Network Attached Storage）ケースです。

本商品は“パソコンLifeを楽しく・便利に!! ” をテーマに、ホームユースをターゲットとしたHDD L BANK TERAシリーズならでは

の5つのユニークな機能が搭載されています。

さらにDLNAとiTunesサーバ対応で、写真や動画・音楽データの共有を実現します。ネットワークとの接続はギガビットイーサ

ネットに対応し、大容量のデータ転送にもらくらく対応します。

本商品に保存したデータを、Webブラウザでサムネイルで表示したり、ダウンロードしたりできます。

※インターネット上に公開する場合には別途ルータの設定が必要になります。

＞ 商品概要トップに戻る

増分・完全・同期の3つのオプションからバックアップタイプを選ぶことができます。

※バックアップ先のファイルを編集してもバックアップ元には反映されません。

▲設定画面

常に最新データが残っていくので “安心” ～完全バックアップ～

更新の有無に関係なく、すべてのデータを上書き保存します。PCからデータを削除しても、バックアップ先のNAS

にはデータが残ったままになります。



更新ファイル・追加ファイルだけのバックアップなので “高速” ～増分バックアップ～

更新したファイルは上書きされ、追加したファイルも保存されます。すでにNASに保存してあるファイルを、PC上

では削除して増分バックアップをした場合、バックアップ先のNASにはそのまま以前のファイルが残ります。

PCと同じ状況のミラーリングで容量の“エコ” ～同期バックアップ～

更新したファイルは上書きし、ファイルを削除した場合はバックアップ先であるNASのファイルも削除されます。



自由自在のバックアップタスク設定

PC→本商品または本商品→PCへのバックアップ設定、増分や完全バックアップの

選択、スケジュールなど、用途に合わせてバックアップタスクを設定できます。

また、複数のバックアップタスクを組み合わせて、データを安全にバックアップできま

す。

▲設定画面

＞ 商品概要トップに戻る

ＨＤＤに保存されているMP3データを複数のPCから同時に再生

できます。BGMとして楽しむことができます。

（対応したメディアプレーヤが必要です）

USBストレージを取り付けて、本商品のコピーボタンを押すだ

けで、USBストレージ内のファイルをHDDにコピーすることが

できます。

※USBストレージにはアクセス権を設定できません。

▲本体背面

スケジュールを設定し、自動的に本商品をリブート（再起動）することができます。定

期的なリブートにより、本商品をより安定して利用することができます。

▲設定画面

＞ 商品概要トップに戻る



一定時間本商品にアクセスがない場合、自動でハードディスクが停止します

（時間は変更できます）。また、ハードディスク停止後に、ファンを自動的に止

めることもできます。ハードディスク・ファンともに停止した場合には、無音／

低消費電力を実現します。

■ ハードディスク簡単装着

ハードディスクの装着は簡単。本商品にハードディスクを

差し込み、付属のネジで固定する2ステップ。

＞ 商品概要トップに戻る

■ SATAI/II対応

Serial ATAの上位規格、Serial ATA II　HDDに対応。3Gbpsの

転送速度（理論値）やNCQをフルに活用できます。

■ ギガビットイーサネットインタフェース搭載

ギガビットイーサネット（1000BASE-T）に対応。複数クライアント

からのアクセスに対し広い通信帯域を確保。 ネットワークトラ

フィックのボトルネックを解消し、優れたレスポンスを可能にしま

す。 さらにジャンボフレーム9KByteに対応し、高速化を実現しま

す。

＞ 商品概要トップに戻る

■ DLNA対応機器が接続できる

PS3、各家電メーカ製のDLNAガイドライン対応製品なら、接続するだけで本商品内の動画・画像・音楽データを直接

再生して楽しむことができます。（※）

※動画・画像・音楽ファイルを本商品にコピーし、本商品での設定が必要になります。

※DLNAとは、「Digital Living Network Alliance(デジタルリビングネットワークアライアンス)」の略です
※DLNA guidelines Version. 1.5に対応

＞ 商品概要トップに戻る



■ HDD L BANK TERAに音楽ファイルを置いておくだけでiTunesサーバに

ネットワーク内でiTunesを立ち上げると本商品のiTunes サーバが自動で認識され、複数のパソコンで本商品内の音

楽ファイルを共有・再生できるようになります。

※動画・画像・音楽ファイルを本商品にコピーし、本商品での設定が必要になります。

＞ 商品概要トップに戻る

■ USBプリンタを共有できる!!

ネットワークに対応していないUSBプリンタを本商品に接続することにより、共有プリンタとして使用できます。

※プリントサーバ機能はWindowsのみのサポートとなります（プリンタのすべての動作を保証するものではありません）
※プリントサーバ機能はSMB on TCP/IP（WPS）での動作となります。

＞ 商品概要トップに戻る

■ Webブラウザ簡単設定

▲バックアップタイプ選択設定 ▲バックアップタスク設定 ▲自動リブート機能設定

■ ユーザ／グループ使用量制限機能

ユーザ／グループ単位で最大使用容量の制限を設定できます。

あらかじめユーザやグループごとに上限を設定しておけば、一部のユーザによる使いすぎを未然に防いで、不意の容

量不足を心配する必要がなくなります。

■ アクセス制限機能

■ 設定保存

本商品の設定をファイルとして保存できます。保存した設定は、設定画面でかんたんに復帰できます。

■ SMB/AFPと多彩なプロトコルに対応

＞ 商品概要トップに戻る



＞ 商品概要トップに戻る

【ご注意】

本商品に取り付けたハードディスクのデータは、いかなる原因でもデータおよびハードディスクの保証はいたしません。あらか
じめご了承ください。
記載内容は改良その他により予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
いったん運用したハードディスクをほかのCG-NSC1000GTに移し変えた場合の保存データの保証はいたしません。
必要に応じて、保守用のハードディスクをあらかじめお求めください。（保守用のハードディスクには交換前のハードディスクと
同一メーカ、同一型番のハードディスクをお使いください。）
サポートセンターでのご案内は、ワークグループ環境でのご利用に限らせて頂きます。
サポートセンターでのご案内には販売店印のある保証書が必要となります。
日本語OSのみのサポートとなります。（Support Japanese OS only）
本商品にはハードディスクは付属しておりません。
複数のクライアントPCからの同時接続に関しては8台以下が推奨となります。
ご使用の際は、商品に付属の取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。なお、ご不明な場合はいったんご使
用をお控えください。
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HOME ＞ 商品情報 ＞ HDDシリーズ ＞ 「CG-NSC1000GT」製品仕様

ギガポート搭載 LAN接続ハードディスクケース 「HDD L BANK TERA」 （NAS ディスクレスモデル）

CG-NSC1000GT
標準価格 発売日

14,175円(税抜12,886円) 販売終了製品

型　番 JANコード

CG-NSC1000GT 4519157017459

※プリントサーバ機能はWindowsのみのサポートとなります。
　（プリンタのすべての動作を保証するものではありません。 ）
※プリントサーバ機能はSMB on TCP/IP(WPS)での動作となります。

CG-NSC4500GT商品ページはこちら

CG-NSC2100GT商品ページはこちら

動作確認済みHDDはこちらをご覧ください

CG-NSC1000GTの最新情報はこちら

ハードウェア仕様

対応PC DOS/Vパソコン、Macintosh

対応OS Windows Vista（32bit）/XP（32bit）/2000、Mac OS X 10.4/10.5

設定ユーティリティ対応OS Windows Vista（32bit）/XP（32bit）/2000

サポート規格 LAN
　IEEE802.3（10BASE-T）
　IEEE802.3u（100BASE-TX）
　IEEE802.3x（Flow Control）
　IEEE802.3ab（1000BASE-T）

SATA
　SATA（3.0Gbps、1.5Gbps）

USB
　USB 2.0/1.1規格準拠

取得承認 VCCI クラスB

外部インタフェース LAN
　接続ポート：RJ-45×1ポート（MDI/MDI-X自動認識）

　転送速度：1000Mbps（理論値）

　ジャンボフレーム：9KByte



内部インタフェース SATA
　接続ポート：SATA（7ピン）メス×1
　転送速度：3.0Gbps（理論値）

電源

　SATA電源コネクタ（15ピン）メス×1

対応HDD HDD形状

　3.5インチ（101.6（W）×146.6（D）×25.8（H）mm）

HDD容量

　1TBまで動作確認済み

接続可能台数

　1台

周辺機器（※1）
接続用インタフェース

USB
　接続ポート：USBシリーズA（4ピン）メス×1
　転送速度：480Mbps（理論値）

LED Power（緑/橙）×1、LAN（緑）×1、Disk（緑）×1、Disk Full（緑）×1、USB（緑）×1

冷却ファン あり

電源仕様
（ACアダプタ）

定格入力電圧 AC100V（50/60Hｚ）

定格入力電流 1A
定格出力 24W

環境条件 動作時 温度 5～40℃／湿度 5～85％（結露なきこと）

保存時 温度 -20～60℃／湿度 5～95％（結露なきこと）

外形寸法 95（W）×181（D）×180（H）mm 本体のみ（突起部を含まず）

質量 920g 本体のみ

パッケージ内容 CG-NSC1000GT 本体
ACアダプタ（1.8m）
ユーティリティディスク（CD-ROM）
ハードディスク固定用ネジ×3
LANケーブル（1m）
取扱説明書
製品保証書（1年）

（※1）USBストレージとプリンタに対応します。


