
  

最大16TBのストレージ容量

RRAID 0,1,10,JBOD,スパニングに対応

設定も管理も簡単

HDD 製造メーカーとして築き上げた優
れた品質と信頼性をベースに設計され
た WD My Cloud EX4 は、家庭や小規模オ
フィスに最適な4ベイのハイパフォーマン
ス NAS です。堅牢なメタル筐体、RAID 対応、
換装が容易なドライブに加えて使いやすいソ
フトウェアを搭載しています。

WD My Cloud™ EX4
パーソナルクラウドストレージ

HDD製造メーカー
純正のストレージ
高い信頼性

WD Red™

NAS用ハードディスクドライブ

搭載機種
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製品の特長
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ストレージ容量の単位は、1テラバイト（TB）=1兆バイトです。使用可能な総容量は、動作環境により異なります。転送速度またはインターフェースの単位は、毎秒1メガバイト（MB/s）=毎秒100万バイト、毎秒1ギガ
ビット（GB/s）=毎秒10億ビットです。
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さまざまなオプション
ドライブが取り付けやすく、ホットス
ワップが可能なディスクレス筐体を選
択すれば、必要性に合わせて、4台のド
ライブまで手軽に増設できます。* また
は、箱から取り出してすぐに使える事
前設定済みのシステムを選択することも
できます。これには、24時間365日稼動
の厳しいNAS環境に完璧に対応する WD 
Red™ ハードディスクドライブが搭載さ
れています。
*対応ドライブの最新リストについては、
wd.com/mycloudex4 をご覧ください。

ハイパフォーマンスNAS
ネットワークおよび電源の二重化に対
応。512MBメモリと2.0BHzプロセッサ
を搭載。家庭や小規模オフィスに最適
なパフォーマンスと信頼性を実現。

優れたドライブ管理とデータ保護
機能
データを損失から守るさまざまなオ
プションを搭載。RAID 1、5、10に対
応。あるいはJBOD、RAID 0、スパニン
グにも対応。用途に併せて最適なデー
タ保護を実現。

管理が簡単
強力なダッシュボードと LCD ディス直
感的で分かりやすい管理ダッシュボー
ドと LCD ディスプレイでシステムを常
時管理。ドライブをモニタリング、ユ
ーザー権限を管理、省エネ機能をカス
タマイズ可能。メールアラート機能に
よって WD My Cloud EX4 の状態を管理
者に通知することもできます。

受賞歴のあるモバイルアプリとデ
スクトップアプリ
WD のアプリにより、ドキュメントのア
ップロード、アクセス、共有がどこか
らでも可能です。モバイルアプリから直
接 WD My Cloud EX4 に、一般のクラ
ウドサービスからファイルを手軽に転
送できます。

NASをカスタマイズできる強力
なアプリ
aMule、Icecast、Joomla!®、phpBB®、 
phpMyAdmin、SqueezeCenterなどの、
業界屈指のアプリが搭載されています。

高度なサーバー機能のオプシ
ョン
ファイルサーバー機能、FTPサーバー機
能、バックアップサーバー機能、P2Pトレン
トダウンロードサーバー機能を搭載。

接続デバイスへのメディアのス
トリーミング
接続したテレビ、メディアプレーヤ
ー、ゲーム機器などの DLNA®/UPnP® 

デバイスに、ビデオや写真をストリ
ーミングできます。Twonky 7.2 および
DLNA 認定 1.5 メディアサーバーの機能
も搭載されています。

思いどおりのバックアップ 
予備の W D  M y  C l o u d  E X 4  へのリ
モートバックアップ、統合したク
ラウドバックアップ、またはロー
カルなLAN/WANバックアップでデ 
ータを保護します。Windows ユーザーは 
WD SmartWare™ Pro で、Mac ユーザー
は Apple Time Machine でデータを保護
できます。ご安心ください。
 
パーソナルクラウドの容量を
増設
WD My Cloud EX4の2つのUSB 3.0 拡
張ポートのいずれかに、USB 対応のハ
ードディスクドライブを直接接続する
だけで、ストレージ容量がすぐに増設
できます。

統合された省エネ機能
ディスクの回転速度を減速し、定期的
に電源をオン/オフにすることで、光熱
費を削減できます。

自分専用のパーソナルクラウド
WD My Cloud EX4 があれば、ご自宅や
オフィスでの安全な1つの場所に、お持
ちのコンテンツをまとめて保管してお
くことができます。月額手数料は一切か
かりません。制限もありません。

高度な機能
iSCSI ターゲット、フル機能の FTPサ
ービス、リンクアグリゲーションとフ
ェールオーバーのサポート、巨大フ
レーム対応、 iPv6 対応、UPS のサポ
ート（ USB とネットワーク）、リア
ルタイムなリソースモニター、起動時
のパスワードによるボリューム暗号
化、SNMP と仮想ボリュームなど、ご
自宅やオフィスを補強する一連の高度
な機能が十分に備わっています。

WD My Cloud™

モバイル・デスクトップアプリ

インターフェース 外寸 システム要件 容量・製品型番
10/100/1000 MB/s 対応ギガビットイーサ
ネット

高さ： 
長さ： 
幅： 
重量： 

208.6 mm（8.21インチ）
220.2 mm（8.67インチ）
160.1 mm（6.30インチ）
3.3 kg（7.2ポンド）0TB
5.8 kg（12.8ポンド）8TB
5.8 kg（12.8ポンド）12TB
6.2 kg（13.8ポンド）16TB 

Windows® 8.1以前、Windows 7、Windows 
Vista® またはWindows XP (SP 3) OS/ Mac OS X 
Maver icks、Mountain L ion、Lionまたは
Snow Leopard OS
リモートアクセスでのインターネットコンテ
ンツのストリーミング用DLNA/UPnPデバイス

0TB
8TB
12TB
16TB

WDBWWD0000NBK
WDBWWD0080KBK
WDBWWD0120KBK
WDBWWD0160KBK

パッケージ同梱物 動作環境 対応ブラウザ 製品保証
WD My Cloud EX4 本体
イーサネットケーブル
ACアダプタ
クイックインストールガイド

動作時の温度範囲：5°C～35°C
不動作時の温度範囲：-40°C～70°C 
1USB 3.0 の性能速度を得るには、USB 3.0 ホストおよび  
USB 3.0 認定ケーブルが必要です。

I n t e r n e t  E x p l o r e r ®  8以降、S a f a r i ®  6以
降、Firefox ® 21以降、Google Chrome™ 27
以降（サポート対象のWindowsおよびMac 
OSプラットフォーム上）

互換性は、ユーザーのハードウェア構成とオペレーテ
ィングシステムにより異なります。

2年間 全世界共通


