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【 HighPoint 社 Thunderbolt3 接続のハードウェア RAID 機能を搭載した
タワーストレージエンクロージャー「Rocketstor 6618A」を取り扱い開始】

株式会社ディラック(本社：東京都千代田区)は米国 HighPoint Technologies inc.社(本社：米国)製、Thunderbolt3 接続の
HDD/SSD8 台搭載可能なハードウェア RAID 機能を搭載したタワーストレージエンクロージャー「Rocketstor 6618A」を 2017
年 1 月 27 日(金曜日)より取り扱い開始いたします。
Highpoint はついに Thunderbolt3 接続の RAID ストレージエンクロージャーを登場させました。
今回、Thunderbolt3 40Gb/s に対応した「Rocketstor 6618A」は、コネクタに USB Type-C コネクタを採用した 8 基の
HDD/SSD に対応したタワー型のストレージエンクロージャーです。Thunderbolt3 は 40Gb/s もの帯域を持ち、SSD を
8 基搭載すれば 4K の動画編集も快適に作業できるでしょう。

■製品特長

・Thunderbolt3 接続 USB Type-C コネクタ採用 最大 40Gb/s の転送レートに対応
・ハードウェア RAID 機能搭載 RAID レベル：0/1/5/6/10/50/JBOD に対応
・ストリーミングパフォーマンスを実現する HighPoint DV モード搭載
・デイジーチェーンによる拡張に対応
・変換コネクタを用いて旧 Thunderbolt システムと新しい Thunerbolt3 を接続可能

■ Thunderbolt3 接続 USB Type-C コネクタ採用 最大 40Gb/s の転送レートに対応
Thunderbolt3 は最大転送帯域 40Gb/s もの広帯域をもち、コネクタ
に USB Type-C を採用した Thunderbolt の第 3 世代規格です。
Highpoint は今後の外付けストレージの主力になるであろう新規格を
いち早く製品化いたしました。
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■ハードウェア RAID 機能搭載 RAID レベル : 0/1/5/6/10/50/JBOD に対応
HDD8 台用外付けエンクロージャーにハードウェアの RAID 機能を内蔵。冗長性に優れる分散型
パリティの RAID 5 や RAID 6 でも高速に作業することが可能です。

■ストリーミングパフォーマンスを実現する HighPoint DV モード搭載
Highpoint DV モードテクノロジーは、大きなデータブロックとライトバックキャッシングを
インテリジェントに管理して、レイテンシを最小限に抑え、メディアリッチアプリケーションの
ための一貫性のある高性能な転送を保証します。
まさに映像編集のワークフローに最適なモードと言えます。

■デイジーチェーンによる拡張に対応
デイジーチェーン機能により、1 台の Thunderbolt3 ホストポートを使用して、
6 台の RS6618A をリンクすることが出来ます。webGUI を使用した「Online
Capacity Expansion」と「RAID Migration」により、複雑で時間のかかるバック
アップと復元の手順を避けつつ、既存の HDD の容量拡張や RAID レベルを移行す
ることもできます。

■変換コネクタを用いて旧 Thunderbolt システムと新しい Thunerbolt3 を接続可能
Apple 社が発売しているような旧 Thunderbolt コネクタから Thunderbolt3 USB Type-C コネクタへ変化するアダプタを
用いれば今までの Thunderbolt システムでも RS6618A を使用可能。40Gb/s の最大転送速度を体感してください！
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■製品名

Rocketstor 6618A

■製品型番

RS6618A

(JAN：4560214536130)

■店頭想定価格

RS6618A

\225,000 円前後(税抜)

■製品 URL

http://www.dirac.co.jp/rocketstor-6618a /
http://www.highpoint-tech.com/USA_new/series-rs6618a-overview.htm

■製品仕様:
製品名

Rocketstor 6618A

製品型番

RS6618A

JAN コード

4560214536130

ポートタイプ

Thunderbolt3

オンボードストレージプロセッサ

RAID-On-Chip オンボード

オンボードキャッシュメモリ

512MB DDR3 キャッシュメモリ w/ECC プロテクション

ポート数

Thunderbolt3 ポート x2

RAID レベル

0/1/5/6/10/50/JBOD
Thunderbolt3(USB Type-C)ポート搭載 PC ※1

システム要求

Windows 8 またはそれ以降
Mac OS X 10.10 またはそれ以降

最大 HDD 容量

制限なし ※2

HDD 搭載台数

最大 8 台まで

HDD ドライブインターフェース

SAS / SATA

ドライブフォームファクター

3.5 インチ / 2.5 インチ

材質

ブラッシュ加工アルミニウムハウジング

製品寸法

(W)144mm-(H)330mm-(D)257mm

製品重量

5.85kg

保証期間

3 年間
8 ベイタワー型 RAID エンクロージャー x1 / ドライブトレイ x8 /

キット内容

Thunderbolt3 40Gb/s ケーブル(2m) x1 / 電源コード x1 /
3.5 インチ HDD 固定用ネジ x32 / 2.5 インチ HDD 固定用ネジ x32 /
クイックインストレーションガイド x1

※1 Thunderbolt3 ポートが正しく動作するようにお使いの PC をアップ
備考

デートする必要がある場合があります。
※2 現状の HDD の対応状況は Highpoint 社の HP をご確認ください。
製品仕様は予告なく変更となる場合がございます
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■製品画像

■お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部

電話：03-5298-3880

担当：斉藤（サイトウ） saito@dirac.co.jp 渡辺

watanabe@dirac.co.jp

その他お問い合わせ e-mail：info@dirac.co.jp
※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。

