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1. はじめに
Samsung Portable SSD T1 (以下 T1) を使用する前に、このユーザー マニュアルをよくお読みのう
え、製品を安全かつ適切な方法でご使用ください。このユーザー マニュアルに掲載する図は、
実際の製品と異なる場合があります。また、本書の内容は、事前の予告なく変更される場合が
あります。

 ❙ 梱包内容

* 購入後、梱包箱にすべての内容
物が含まれていることを確認し
てください。梱包内容はパッケ
ージの種類によって異なる場合
があります。Samsung Portable 

SSD T1
ユーザー マニュア
ルおよび保証書

USB 3.0 ケーブル

 ❙ システム要件
T1 の高速なデータ転送速度を利用するには、次の要件を満たす必要があります。

1  USB 3.0 をサポートする PC  
USB (Universal Serial Bus) は、コンピュータと周辺機器を接続するインターフェースの規
格のひとつです。 
USB 3.0 (5 Gbps) は、USB 2.0 (480 Mbps) よりも最大で 10 倍高速なデータ転送をサポート
しています。T1 のデータ転送速度は、USB 3.0 に最適であり、USB 2.0 または 1.1 などの
下位バージョンを使用すると、パフォーマンスが低下します。

* USB 3.0 接続を使用している場合でも、パフォーマンスは各ユーザーのシステムにより異
なります。特に、UASP (USB Attached SCSI Protocol) がサポートされていないと、パフォー
マンスが低下する場合があります。ホスト PC から互換性を確認してください。

注意: USB 2.0 または 1.1 のみをサポートするデバイスに T1 が接続されていると、デバイスが 
T1 を認識できない場合や、フォーマットが必要であることを示すポップアップが表示され
る場合があります。このポップアップに従って T1 をフォーマットすると、データが完全に
削除されます。デバイスをフォーマットしないでください。USB 3.0 規格をサポートするデ
バイスに T1 を接続すると、T1 が認識され、使用することができます。

2  PC 以外のデバイスの USB ポートへの T1 の接続 
PC 以外の USB をサポートするデバイスに T1 を接続する場合、USB の仕様とデバイスのオペ
レーティング システム (OS) によっては使用が制限される場合があります。T1 を PC 以外の
デバイス (テレビ、プリンター、オーディオ プレーヤー、または、USB をサポートするその
他のデバイス) で使用する場合は、事前にデバイスの仕様を確認してください。

3  PC の推奨環境
 y Windows OS: Windows 7 以降
 y Mac OS: Mac 10.7 以降
 y USB 3.0 ポート

PC 側コネクタ 製品側コネクタ
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 ❙ T1 ファイル システム
既定の設定で T1 は、exFAT ファイル システムでフォーマットされており、Windows OS と Mac 
OS の両方をサポートしています。Windows OS と Mac OS の両方で T1 を使用する場合、データ
の読み取りまたは書き込みが制限される場合があることに注意してください。単一の OS での
み T1 を使用する場合は、その OS に適したファイル システムを使用して T1 をフォーマットす
ることをお勧めします。

重要な情報: 
Windows OS および Mac OS のファイル システム別の読み取りおよび書き込み機能

ファイル システム Windows OS Mac OS

exFAT 読み取りと書き込みの両方 読み取りと書き込みの両方

NTFS 読み取りと書き込みの両方 読み取りのみ

HFS 認識されない 読み取りと書き込みの両方

* 両方のオペレーティング システムで exFAT を使用する場合は、データの書き込みがロッ
クされて、データの読み取りのみできる場合があります。そのような問題が発生した場
合は、以下の手順に従って書き込みのアクセス権を回復することができます。

1  Mac OS: T1 を Mac OS に再度接続してから、ボリューム (T1) を取り出します。

2  Windows OS: 書き込みアクセス権が無効のときに表示される通知ウィンドウで、[スキャンお
よび修復] をクリックします。次にチェック ディスク (CHKDSK) を実行します。 
チェック ディスクを閉じた場合、チェック ディスクを実行するには、ドライブを選択  右
クリック  [プロパティ] を選択  [ツール] タブで [エラー チェック] を選択します。

* T1 が PC 以外のデバイスに接続されている場合、デバイスの OS でサポートされてい
るファイル システムと T1 に保存されているデータのファイル システムによっては、
使用が制限される場合があります。使用する前にデバイスでサポートされているファ
イル システムを確認してください。デバイスで使用しているものと異なるファイル 
システムで T1 をフォーマットすると、すべてのユーザー データがフォーマット中に
削除されます。一度フォーマットすると、ユーザー データは復元できません。

 ❙ T1 の容量
T1 を PC に接続している場合、システム (Windows OS のエクスプローラ) に表示される容量は、
ドライブのファイル システム、パーティショニング、コンピュータ システムによって、製品
に表示されている容量と異なる場合があります。
* 製品に表示されている容量は、次の基準に従って計算されています。 

1 MB = 1,000,000 バイト/1 GB = 1,000,000,000 バイト/1 TB = 1,000,000,000,000 バイト
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2. T1 の使用方法

重要な情報: 
高いレベルのセキュリティを実現するために、T1 は既定で、セキュリティ パーティションと
データ ストレージ パーティションに分割されています。出荷時の設定で、T1 は、セキュリテ
ィ パーティションのみを表示するように事前設定されています。そのため、データ ストレー
ジ パーティションを使用するには、PC で T1 を有効にする必要があります。PC が推奨の仕様を
満たしていない場合や T1 が PC 以外のデバイスの USB ポートに接続されている場合、T1 を有
効にできません。推奨の仕様を満たす PC を使用して、製品を有効にしてください。

 ❙ PC への接続
次の図のように、USB ポートを使用し
て T1 をデスクトップ PC またはラップ
トップに接続します。
正しく接続すると、セキュリティ パ
ーティション (Windows7の場合 128 
MB) のみが PC に表示されます。次の
有効化ソフトウェアを使用してデバイ
スを有効にすると、データ ストレー
ジ パーティション全体が PC に認識さ
れます。

 ❙ 有効化
ソフトウェアの実行
このソフトウェアを使用して T1 を有効にできます。
有効化プロセスの中で、T1 に独自の名前を指定し、データ セキュリティのためのパスワード
保護を有効にできます。

1  エクスプローラー (Windows OS) または Finder (Mac OS) で、T1 セットアップ ドライブ起
動アイコンを選択します。

Windows OS Mac OS

Samsung Portable SSD.exe Samsung Portable SSD.app

2  起動アイコンをダブルクリックして、ソフトウェアを実行します。
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3  T1 の有効化 
ソフトウェアの指示に従って T1 を有効にします。有効化の実行中、ユーザーの便宜の
ために、特定のファイルのみが PC にコピーされます。

Samsung Portable SSD を有効にするには、
 以下の手順を完了してください。

次へ

ようこそ

名前を入力 (最大 16 文字)
既定の名前: Samsung T1

Samsung Portable SSD に名前を付けます

OK はい

データを保護する必要がある場合は、
パスワードを設定することができます。

注:  パスワードを忘れた場合、T1 は使用できなくなり、 データにもアクセスできなく
       なります。 Samsung サービス センターが提供する出荷時設定リセット ツール 
       を使用すると、T1 をリセットできますが、すべてのユーザー データが完全
       に消去され、パスワードはリセットされます。

データ セキュリティの有効化

いいえ

1. 初期画面 2.  Samsung Portable SSD の 
名前の指定

3.  パスワード保護を有効にす
るかどうかを選択します。

* [いいえ] をクリックすると、パ
スワード保護を有効にせずに有
効化が完了します。

OK

パスワードを設定します

パスワードを再入力  

パスワードを入力 (4 ～ 16 文字)

完了

入力した情報を確認してください

サマリー

名前
セキュリティ

Samsung T1

有効

やり直す

セットアップを完了し、Samsung Portable SSD の使用を開始するには、
[完了] をクリックしてください。

4.  パスワードの設定 (有効な
場合)

5.  サマリー (有効な場合)
* やり直す] をクリックすると、名
前の設定からやり直すことがで
きます。

重要な情報: Mac OS では、ソフトウェアの実行中に、SAT ドライバーのインストール画面
が表示される場合があります。SAT ドライバーは、T1 有効化ソフトウェアを実行するた
めに必要なシステム ドライバーです。SAT ドライバーをインストールしないと、Mac OS 
で T1 を使用することができません。インストール ソフトウェアの指示に従って、SAT ド
ライバーをインストールしてください。SAT ドライバーをインストールしたら、T1 を取
り外して、再度接続し、ドライバーが正常にインストールされていることを確認してく
ださい。

重要な情報: パスワードの忘却または盗難によるユーザー データの消失に対して、メー
カーおよび販売店は責任を負いません。パスワードをお忘れの場合は、サムスンSSDサ
ポートセンターで T1 を出荷時設定に復元することができます。ただし、そのプロセス
ですべてのユーザー データが失われます。パスワード保護を有効にした場合は、パスワ
ードを忘れたり、置き忘れたりしないように注意してください。サムスンSSDサポート
センターでは、ユーザー データを保持したまま、製品を出荷時設定に復元することはで
きません。
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 ❙ 有効化した後の使用
有効化すると、T1 のデータ ストレージ パーティションを使用できます。有効化プロセスの
中でパスワード保護を有効にしたかどうかによって、以下のように T1 の使用方法が異なりま
す。

1  有効化プロセスでパスワード保護を有効にした場合:

製品を PC に接続すると、ログイン画面が表示されます。データにアクセスするには、パス
ワードを入力して、[ログイン] ボタンをクリックする必要があります。

ログイン

名前
パスワード

Samsung T1
パスワードを入力

Samsung Portable SSD

*  T1 を別の PC に接続して、ログイン画面が表示されない場合は、T1 セットアップ ドラ
イブ アイコンをダブルクリックして、ログイン画面を表示してください。

制限: パスワード保護は、Windows OS または Mac OS の特定のバージョンでのみ正しく機能し
ます。パスワード保護が有効の場合、PC 以外のデバイスでは、そのデバイスが USB をサポ
ートしていても、システムの違いにより T1 を使用することはできません。PC 以外のデバイ
スで T1 を使用する場合は、パスワード保護を無効にしてください。製品の [ホーム] 画面か
ら [プロファイル] 画面に進んで、パスワード保護を無効にすることができます。

2  有効化プロセスでパスワード保護を有効にしなかった場合は、追加の設定をすること
なく製品を使い始めることができます。

注意: パスワード保護が有効でなくても、USB をサポートする PC 以外のデバイスに
接続した場合は、特定のシステム条件によって T1 が正しく機能しない場合がありま
す。T1 を使用するデバイスの USB 接続とサポートされるファイル システムを確認し
てください。
注記: パスワード保護を使用する場合、有効化プロセスがすでに完了しているので、個別の
設定が必要です。有効化プロセスを実行した PC のタスクバーの通知領域にある T1 アイコン 
( ) を使用して、パスワード保護を有効にできます。その他の PC では、"Samsung Portable 
SSD.exe" を Samsung の Web サイト(http://www.samsung.com/ssd) からダウンロードしてか
ら、パスワード保護を有効にできます。Mac OS では、"Samsung Portable SSD.app" をダウン
ロードしてから、パスワード保護を有効にできます。
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 ❙ 設定
名前、パスワード、またはパスワード保護の有効/無効を変更する場合は、製品の [ホーム] 画
面から [プロファイル] 画面に進みます。

1  主な画面の説明
[ホーム] 画面: これは、接続されている製品のステータスを表示する画面です。 
対象の製品を選択すると、設定を有効化または変更する [プロファイル] 画面が表示され
ます。

Samsung T1 ロック解除  

Samsung Portable SSD ホーム 

[ホーム] 画面

T1 のステータスは、設定に合わせて 4 つのスタータス アイコンのいずれかを使用して表示
されます。

ステータス 説明

新規 
これは、有効化前の出荷時設定である場合に表示されます。[ユーザーの追加] 
アイコン ( ) を押すと、有効化に進むことができます。

ロック 
これは、パスワード保護が有効で、正しいパスワードが入力されていない場
合に表示されます。[パスワードの入力] ( ) アイコンをクリックすると、ロ
グイン画面に進むことができます。

ロック解除 
これは、パスワード保護が有効で、正しいパスワードが入力された場合に表
示されます。[設定] ( ) アイコンをクリックすると、[プロファイル] 画面に進
んで、設定を変更することができます。

パスワードなし 
これは、パスワード保護が無効の場合に表示されます。[設定] ( ) アイコンを
クリックすると、[プロファイル] 画面に進んで、設定を変更することができ
ます。
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[プロファイル] 画面: [プロファイル] 画面には、接続されている T1 製品の詳細が表示されま
す。[プロファイル] 画面で、製品の名前、パスワード、およびパスワード保護のステータス
を変更できます。パスワード保護のステータスは次のように表示されます。

名前
Samsung T1

合計領域
238.5 GB

セキュリティ
有効

シリアル番号
A2HL - TlAW - 4595 - 75K

空き領域
153.2 GB

パスワード
設定

Samsung Portable SSD

ホーム

名前
Samsung T1

合計領域
238.5 GB

セキュリティ
無効

シリアル番号
A2HL - TlAW - 4595 - 75K

空き領域
153.2 GB

ホーム

Samsung Portable SSD

有効化中にパスワード保護を有効にした場合 有効化中にパスワード保護を有効にしなかった場合

2  [ホーム] 画面にアクセスする方法

Windows OS タスクバーの通知領域でアイコン( ) を選択して右クリックし、[開く] を選択し
て、[ホーム] 画面にアクセスします。

Mac OS デスクトップの T1 アイコン ( ) をクリックし、[ホーム] 画面にアクセスします。

3  [プロファイル] 画面にアクセスする方法
タスクバーの通知領域で T1 アイコン ( ) を選択して右クリックし、[設定] メニューから製品
を選択するか [ホーム] 画面で製品を選択して [プロファイル] 画面にアクセスします。

名前
Samsung T1

合計領域
238.5 GB

セキュリティ
有効

シリアル番号
A2HL - TlAW - 4595 - 75K

空き領域
153.2 GB

パスワード
設定

Samsung Portable SSD

ホーム
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3. 取り外し
T1 を PC から取り外すときは、データを保護し、製品の破損を防止するために、ハードウェア
の安全な取り外し機を行ってください。

重要な情報: ハードウェアの安全な取り外しを実行せずに USB ケーブルを抜くと、データ
が消失したり、製品が破損したりする場合があります。デバイスを取り外すときは、ハー
ドウェアの安全な取り外しを必ず使用してください。ユーザーの過失によるユーザー デ
ータの消失や製品の破損に対して、メーカーおよび販売店は責任を負いません。

Windows OS
タスクバーの通知領域でハードウェアの安全な取り外しを選択してから、取り外すデバイスを選
択し、[取り出し] をクリックします。デバイスが安全に取り外されると、OS の通知が表示されま
す。製品の動作インジケーター LED が赤色になり、消灯してから、ケーブルを抜いてください。

Mac OS
Mac OS では、T1 アイコンを右クリックしてから、[取り出し] を選択するか、そのアイコンをゴ
ミ箱にドラッグして、製品を安全に取り外します。製品の動作インジケーター LED が赤色にな
り、消灯した後に、ケーブルを抜いてください。

4. 注意事項
以下の警告に従わない場合、人身傷害、製品の破損、またはデータの消失が発生する恐れがあります。
* 本書に記載されている安全情報は、特定の製品のみに適用される場合があります。

重要データのバックアップと保証
いかなる場合でも Samsung Electronics は、T1 に保存されたデータを保証することはありませ
ん。T1 に保存したデータの消失または復元に起因する精神的または身体的な障害または損失に
対して、Samsung Electronics は一切の責任を負いません。重要なデータは、常にバックアップ
してください。

パスワードの忘却に関する保証
T1 は高度な暗号化テクノロジを使用しているため、パスワードを忘れた場合、ユーザー デー
タにアクセスすることができません。パスワードは、安全な場所に保管し、紛失しないように
してください。パスワードを忘れたため製品を使用できない場合は、サムスンSSDサポートセ
ンターで製品を出荷時設定に復元することができます。ただし、デバイスを出荷時設定に復元
すると、すべてのユーザー データが完全に失われます。また、出荷時設定に復元すると、パス
ワードがリセットされます。デバイスを出荷時設定に復元する前に、パスワードでロックされ
ているユーザー データを復元することはできないことに注意してください。すべての重要なデ
ータを定期的にバックアップしてください。

安全基準の順守と認定デバイスへの接続
本製品は安全規格に従って定められた電源に適合するように設計されています。 
適切に安全規格に定められた電源に本製品とUSBポートを接続するようにしてください。

衝撃
製品を使用するときは、落下などによる製品への衝撃を避けてください。装置を曲げたり、ゆ
がめたりすると、製品の外面や内部部品が破損する場合があります。
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分解/破損/除去
製品を分解したり、製品のステッカーやラベルを傷つけたり、はがしたりしないでください。
ユーザーが製品のケースを分解または破損したり、製品のラベルをはがしたりした場合、すべ
ての保証が無効になります。修理が必要な場合は、指定された サムスンSSDサポートセンター
にお問い合わせください。
感電、火災、短絡、有害物質の漏れの恐れ、人身傷害を防止するため、金属製の物体を装置
に挿入しないでください。湿った場所や湿度の高い場所に製品を保管しないでください。製品
は、乾燥した場所に必ず保管してください。

正規の部品およびアクセサリの使用
Samsung Electronics が提供または認定した正規の部品およびアクセサリを必ず使用してくださ
い。非正規の部品やアクセサリの使用による製品の破損やユーザー データの消失に対して、メ
ーカーおよび販売店は責任を負いません。

適切な温度および湿度での製品の使用
製品は、5 ～ 35℃ の適切な温度および 10 ～ 80% の適切な湿度で使用してください。

PC 以外のデバイスへの接続
使用する前に、T1 に接続するデバイスの USB 接続ガイドを確認してください。予期しない干
渉によって、T1 や接続したデバイスが誤動作する場合があります。特に、T1 のファイル シス
テムによっては、デバイスが T1 を認識できない場合があります。デバイスでサポートされて
いるファイル システムを確認してください。

ケーブルの抜き取り
過度な力でケーブルを抜かないでください。製品の USB コネクタやケーブルが破損する場合が
あります。

ウイルス感染を防止するために、以下の安全のガイドラインに従ってください。これ
らのガイドラインに従わないために問題が発生した場合、保証が無効になります。

 y定期的にウイルス スキャンを実施して、T1 がウイルスに感染するのを防止してください。
 yファイルを T1 にダウンロードしたら、ファイルを開く前にウイルス スキャンを実施し
てください。

 y T1 を接続する PC にウイルス対策ソフトウェアをインストールし、定期的にウイルス ス
キャンを実施してください。

 yオペレーティング システムとウイルス対策ソフトウェアは常に最新バージョンに更新し
てください。

製品の清掃
製品を清掃する場合は、軟らかい布で軽く拭くことをお勧めします。水、化学物質、洗剤は使
用しないでください。製品の外観が変色または腐食する場合や、火災や感電の原因になる場合
があります。

子供、幼児、ペットの近くに置かないでください
 y小さい部品による窒息の危険があります。
 y子供が製品を使用する場合は、製品の正しい使い方を教え、正しく使用しているか監視
してください。

 y目や耳など、体を製品で傷つけないように気を付けてください。また、製品を口に入れ
ないでください。
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5. 仕様および認定

 ❙ 仕様
* 性能向上のために、製品仕様は事前の予告なく変更される場合があります。

モデル MU-PS250B MU-PS500B MU-PS1T0B

容量 250 GB 500 GB 1 TB

インタフェース USB 3.0 (5 Gbps)、下位互換

最大転送速度 最大 450 MB/秒

サイズ 53.2 x 71 x 9.2 (幅 x 長さ x 高さ、mm) 

重量 最大 30 g

システム互換性 Windows OS:Windows 7 以降、Mac OS:Mac 10.7 以降

* この速度は、ユーザーの環境 (USB3.0 UASP モード) に見られるパフォーマンスと異なる
場合があります。また、HDD が接続されている PC に接続した場合、HDD 性能の制限に
より、速度が大幅に低下する場合があります。

 ❙ 認定
電気機器および電子機器の廃棄物
本製品またはそのパッケージに添付されたこのマークは、本製品を一般的な生活廃
棄物として処分してはいけないことを示しています。お客様は、電気機器および電
子機器の廃棄物をリサイクルするための指定された回収拠点に持ち込んで、本装置
を処分する責任があります。不要になった装置を処分する際の分別回収およびリサ
イクルは、天然資源の保護に役立つとともに、人々の健康と環境の保護に有効な方
法でリサイクルを実現できます。不要になった装置をリサイクルするために持ち込
める場所については、各地域の市役所、生活廃棄物の処理サービス拠点、または製
品を購入した販売店にお問い合わせください。

CE 認定に関するメーカーの宣言
本製品が、指令 1999/5/EC、2004/108/EC、2006/95/EC、2009/125/EC、および 
2011/65/EU の重要な要件およびその他の該当する規定に準拠していることをここ
に宣言します。
屋内での使用のみに限定します。
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6. Samsung Portable SSD T1 限定保証
Samsung Portable SSD (「本製品」) をお買い上げいただきありがとうございます。Samsung は、
お客様を尊重しており、最高品質のサービスの提供に常に努めています。Samsung Electronics 
Co., Ltd. (「Samsung」) が提供する本製品を使用する前に、次の条件を注意してお読みくださ
い。お客様は、本製品を使用することによって、本 Samsung SSD 限定保証声明 (「本契約書」) 
の条件に同意されたものと見なされます。

A. 保証ポリシー
Samsung は、本製品の当初の購入者 (「お客様」) に対して、本製品は材料または仕上がりに欠
陥がなく、本契約書に定める条件の対象となることを保証します。限定保証期間は、本製品の
当初の購入日から始まり、本契約書のセクション B に定められている期間継続するものとしま
す。
有効な購入証明書が存在しない場合、限定保証期間は製造日により決定します。
Samsung は、本製品の材料または仕上がりに欠陥が生じ、通常どおり使用したにもかかわらず
本製品が実質的に公開仕様どおり機能しないと独自の裁量で判断した場合、お客様が本製品を
所有し、限定保証期間内であり、本契約書に規定されている条件および例外を順守しているこ
とを条件として、Samsung 独自の判断で次の対応をいたします。(1) 本製品を修理するか、同
等以上の容量を有する新しい本製品もしくは再生された本製品、または同様の機能を有する別
の製品と交換する。(2) Samsung が本製品を修理または交換できない場合、Samsung に保証請
求が行われた時点における本製品の市場価格で返金する。交換する場合、Samsung はお客様が
所有する本製品を、修理済みで Samsung の仕様に適合することがテスト済みの中古製品と交換
することがあります。修理または交換した製品の保証期間は、当初の製品の残り保証期間また
は 90 日間のいずれか長い方の期間が適用されます。交換サービスのために返品された製品を
お客様に返送することはありません。ただし、診断の結果、NTF (No Trouble Found、問題なし) 
と判断した場合、お客様の製品を返送します。重要なデータは必ずバックアップを作成してく
ださい。本保証はお客様のみに提供されるものであり、譲渡はできません。

B. 限定保証条件 (期間)

製品 容量 製品保証期間

Portable SSD T1 250 GB/500 GB/1 TB 3 年

C. 限定保証の範囲
本契約書に定める保証は次の場合には適用されないものとします。(i) 本製品が付属の取扱説
明書に従って使用されなかった場合。(ii) 本製品が本来の目的および環境以外で使用された場
合。(iii) 認定されているか否かにかかわらず、第三者の製品、ソフトウェア、またはコンポー
ネントを使用した結果、エラーまたは欠陥が発生した場合。(iv) 不適切なインストールやテス
ト、誤用、不注意、不正な修理、改造、事故、またはその他の外的要因の結果、エラーまたは
欠陥が発生した場合。(v) お客様による本契約書の違反の証拠であると Samsung が判断する、
その他の状況が存在する場合。お客様は、本製品が、生命維持装置、救急救命、医療または安
全装置、もしくは製品の不具合が死亡、個人的危害、または身体的危害をもたらす恐れのあ
るその他の用途、軍事もしくは防衛用途、または特別な条件もしくは条項が適用される場合
がある行政機関の調達などを含む (ただし、これらに限定されない) 用途向けに設計されておら
ず、本製品をそれらの用途に使用しないことを理解し、それに同意するものとします。そのた
め、Samsung は、本製品を当該の用途に使用した結果として生じた、またはそれに関連して生
じた損害について一切の責任を拒否し、本製品のこのような用途または同様の用途により生じ
たすべてのリスクについては、お客様が責任を負うものとします。
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Samsung の保証には、本製品の修理または交換に必要な分解、組み立て、データ リカバリに関
係するすべての出費および費用が含まれません。また、Samsung の保証は、たとえば、不適切
に梱包、改変、または物理的に損傷を受けた状態で受領した本製品を対象外とします。お客様
から受領した製品はただちに検査いたします。保証が適用されない事例は次のとおりですが、
これらに限定されません。

 –不適格な輸送容器の使用を含め、不適切に梱包または輸送された場合
 –本製品が改変もしくは改造されているか、または物理的に損傷している場合 (深い引っかき傷
を含みますがこれに限定されません)

 –本製品の Samsung ラベルまたはバーコードが改変もしくは改造されているか、または取り外
されている場合

 –本製品のケースを開けた場合
 –テープの封止またはシリアル番号が改ざんされているか、または欠落している場合

D. 保証の制限および責任の制限
Samsung は、本契約書に定める明示的な保証を除き、市場性、特定目的に対する適合性、不侵
害、取引の過程、および商習慣に関係する黙示の保証を含みますが、これらに限定されないそ
の他のすべての明示的および黙示的な保証を拒否します。すべての明示的および黙示的な保証
は、限定保証期間内に限定されます。
本契約書には、本契約書の違反に対する Samsung の全責任とお客様に対する唯一の法的救済が
定められています。 
Samsung、そのサプライヤー、および関連会社はいかなる場合も、損害が生じる可能性につい
て Samsung が事前に報告を受けていたとしても、また限定的な救済がその本質的目的を果たし
ていないとしても、間接的損害、結果的損害、付随的損害、特別損害、金銭的損失、またはデ
ータもしくはファイルの消失について一切の責任を負わないものとします。Samsung の責任は
いかなる場合も、お客様が本製品に支払った金額を超えないものとします。これらの制限事項
および除外事項は準拠法が許容する最大限の範囲において適用されます。

E. 法律および管轄権
本契約書は、大韓民国の法律に準拠し、解釈されるものとします (ただし、法律条項の矛盾に
より別の管轄区域の法律の適用が指示される場合を除きます)。本契約書から生じる、または本
契約書に関連するすべての紛争、争議、または申し立ては (本契約書の存在、有効性、または
解除に関するものを含め)、韓国のソウルで開催され、国際商業会議所の仲裁規則に従って英語
で実施される仲裁によって最終的に解決するものとします。仲裁の裁定は、最終的なものであ
り、両当事者を拘束するものとます。判決登録およびその後の執行により開示が必要となる範
囲を除き、仲裁に関するすべての内容は、裁定も含め、秘密扱いとします。
詳細については、www.samsung.com/ssd および www.samsung.com/samsungssd をご覧くだ
さい。

F. サポートセンターの情報
サポートセンターの情報はこちらからご参照ください。www.samsung.com/ssd または www.
samsung.com/samsungssd.
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