
HD-PNFU3-D シリーズ 
2016 年 7 月現在 

対応するパソ
コン 

USB3.0/2.0 端子搭載の Windows パソコン、Mac（Intel プロセッサー搭載機のみ）  
※USB3.0/2.0 端子非搭載パソコンは、別途当社製増設用インターフェースをご利用下さ
い。 

対応するデジ
タル家電 

USB HDD をサポートするシャープ製液晶テレビ アクオス 
USB HDD をサポートするソニー製液晶テレビ ブラビア 
USB HDD をサポートする LG Electronics 製テレビ 
USB HDD をサポートするピクセラ製プロディア 
USB HDD をサポートする日立製 Wooo 
USB HDD をサポートする三菱電機製リアル 
USB HDD をサポートする DX アンテナ製液晶テレビ 
USB HDD をサポートするオリオン電機製液晶テレビ 
USB HDD をサポートするディーオン製液晶テレビ 
USB HDD をサポートする東芝製ハイビジョンレコーダー レグザブルーレイ/ハイビジョンレ
コーダー 
USB HDD をサポートするソニー製ブルーレイディスク/DVD レコーダー 
USB HDD をサポートする三菱電機製ブルーレイディスクレコーダー リアルブルーレイ 
USB HDD をサポートするソニー製デジタルビデオカメラハンディカム 
USB HDD をサポートするパナソニック製デジタルビデオカメラ 
ソニー・コンピュータエンタテイメント製 PlayStation® 3 および torne（トルネ）™ 
ソニー・コンピュータエンタテインメント製 PlayStation® 4 
マイクロソフト製 Xbox One 
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本体 
USB3.0 接続 ○ － ○ ○ ○ 

USB2.0 接続 ○ ○ ○ ○ ○ 

添付ソ
フトウェ
ア 

ターボ PC EX2 Plus ○※1 × ○ ○ × 

おでかけロック ○ × ○ ○ ○ 

SecureLockMobile ○※1 × ○ ○ × 

ファイナルデータ体験版 ○ × ○ ○ × 

バックアップユーティリティー ○※1 × ○ ○ × 

ディスクフォーマッター2 ○※1 × ○ ○ × 

[表の見方] ○：対応、×：非対応、△：対応予定、－：未確認 
※1：Windows 10 対応は、設定方法／制限事項を含む場合があります。こちらをご覧下さ
い。 
※2：Windows 8.1 をご利用になる場合はこちらをご覧ください。  

USB 部 

インターフェース USB3.0/2.0 

端子数 1 

端子形状 USB3.0 Micro-B 

搭載ドライブ 

HD-PNF3.0U3-GBD:3TB 
HD-PNF3.0U3-GWD:3TB 
HD-PNF2.0U3-GBD:2TB 
HD-PNF2.0U3-GWD:2TB 
HD-PNF1.0U3-BRD:1TB 
HD-PNF1.0U3-BBD:1TB 
HD-PNF1.0U3-BLD:1TB 
HD-PNF1.0U3-BPD:1TB 
HD-PNF1.0U3-BWD:1TB 
HD-PNF1.0U3-BYD:1TB 
HD-PNF500U3-BD:500GB 
HD-PNF500U3-WD:500GB 

http://buffalo.jp/products/catalog/storage/interface.html
http://buffalo.jp/products/digitalkaden/tv/aquos_hdd.html
http://buffalo.jp/products/digitalkaden/tv/bravia/
http://buffalo.jp/products/digitalkaden/tv/infinia/hdd.html
http://buffalo.jp/products/digitalkaden/tv/prodia/hdd.html
http://buffalo.jp/products/digitalkaden/tv/wooo/
http://buffalo.jp/products/digitalkaden/tv/real/
http://buffalo.jp/products/digitalkaden/tv/dx_broadtec/
http://buffalo.jp/products/digitalkaden/tv/orion/
http://buffalo.jp/products/digitalkaden/tv/candela_aegis/
http://buffalo.jp/products/digitalkaden/recorder/regza/hdd.html
http://buffalo.jp/products/digitalkaden/recorder/regza/hdd.html
http://buffalo.jp/products/digitalkaden/recorder/sony_blu-ray/hdd.html
http://buffalo.jp/products/digitalkaden/recorder/real_blu-ray/hdd.html
http://buffalo.jp/products/digitalkaden/dvc/handycam/hdd.html
http://buffalo.jp/taiou/dvc/panasonic/hdd.html
http://buffalo.jp/taiou/os/win10/taiou.html
http://buffalo.jp/taiou/os/win81/03/win81_03.html#1


セキュリティ
ー おでかけロック、SecureLockMobile（暗号化 AES256bit ソフトウェア方式） 

電源 USB バスパワー 

エネルギー
消費効率 
(2011 年 4 月
改定） 

HD-PNF3.0U3-GBD：J 区分 0.00035 
HD-PNF3.0U3-GWD：J 区分 0.00035 
HD-PNF2.0U3-GBD：J 区分 0.00186 
HD-PNF2.0U3-GWD：J 区分 0.00186 
HD-PNF1.0U3-BRD：H 区分 0.00137 
HD-PNF1.0U3-BBD：H 区分 0.00137 
HD-PNF1.0U3-BLD：H 区分 0.00137 
HD-PNF1.0U3-BPD：H 区分 0.00137 
HD-PNF1.0U3-BWD：H 区分 0.00137 
HD-PNF1.0U3-BYD：H 区分 0.00137 
HD-PNF500U3-BD：E 区分 0.00374 
HD-PNF500U3-WD：E 区分 0.00374 
※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エ
ネ法で定める記憶容量で除したものです 

外形寸法（幅
×高さ×奥
行） 
※本体のみ
（突起物除く） 

3TB:79.5×21.5×115mm 
2TB:79.5×21.5×115mm 
1TB:79.5×16×115mm 
500GB:79.5×13.5×115mm 

質量※本体
のみ 

3TB:約 240g 
2TB:約 240g 
1TB:約 170g 
500GB:約 150g 

動作保証環
境 
※結露なきこ
と 

温度 5～35℃ 
湿度 20～80％ 

準拠規格 USB マスストレージクラス 

グリーン購入
法 
(2011 年 4 月
改定） 

対応 

RoHS 基準値 準拠 ※RoHS 基準値についてはこちらをご覧ください。 

保証期間 1 年 

主な付属品 

USB3.0 ケーブル（50cm）、取扱説明書 
※ユーティリティーはダウンロードにて配布 (ターボ PC EX2 Plus、バックアップユーティリテ
ィー、ディスクフォーマッター2、SecureLockMobile、おでかけロック、ファイナルデータ体験
版) 
※保証書はパッケージに記載 

 

http://buffalo.jp/company/eco/rohs.html

