S1

ポータブル SSD

Level up Your
Mobile Experience

S1

ポータブル SSD

USB 3.2 Gen2x2 Type-C

効率的なモバイルオフィス環境のための必須要素は何でしょうか？「KLEVV S1 ポータブル SSD」があなたが求めて

いた答えです。最高の性能と差別されたデザインを整えた KLEVV S1 ポータブル SSD は品質に対する KLEVV の絶え

ざる固執を見せてくれます。USB 3.2 Gen2x2 インタフェースを採用した S１ポータブル SSD は作業能率向上のため
に、2,000MB/sまで、読込・書込速度を向上させました。2TB の高容量まで提供される S1 SSD は携帯が便利なコン

パクトなサイスに大量の容量のファイルを保存できます。Window はもちろん Mac OS など、様々なフラットフォー

ムとの互換を誇る S1 SSD は、USB Type-C to C と Type-C to A のデュアルケーブルを両方ご提供し、システムとデ
バイス間の手軽なデータ転送をサポートします。これから KLEVV S1 ポータブル SSD と共に、もっと活き活きとし
たあなたの日常を作ってみてください。

コンパクトな
サイズ

簡単な
接続

3Dフラッシュ
採用

特徴

• 手軽なご使用のためのコンパクトなサイスとデザイン
• 高速データ転送をサポートするUSB 3.2 Gen 2 採用

• ユニークなスクェア・エッジデザイン、光沢な表面仕上げのミニマ
リズムデザイン

• 熱伝導率の向上をサポートする歯車形のアルミニウムバックカバー
• 金属スタイルの円型枠を採用したデザイン

• 様々なフラットフォームとの互換 (Window & Mac OS)
*Windows 8.1/ 10｜Mac OS 10/ 11以上
*使用環境により互換しない場合があります

仕様

Host Interface

USB 3.2 Gen2x2 (20Gb/s)

USB Connector

USB 3.2 Type-C to C cable/ Type-C to A adapter

Capacity

1TB, 2TB

Flash

strictly-selected 3D NAND Flash

Dimension (LxWxH)

(L)80 x (W)80 x (H)10.5 mm

Weight

75g

Warranty

3 year limited warranty

SLC
キャッシング

DoYourData

データ復旧
ソフト付き

パフォーマンス
Read/Write

最大読込速度
最大書込速度

1TB

2TB

2000MB/s

2000MB/s

2000MB/s

1800MB/s

*ハードウェアのフラットフォーム、ソフトウェア、使用量とストレージの容量により性能は異なる場合があります。
(1MB = 1,000,000バイト)

ご注文情報
容量

型番

EAN コード

1TB

K01TBPSSU3-PS1

4895194901532

2TB

K02TBPSSU3-PS1

4895194901549

*使用可能な最大容量は使用環境により異なります。(1GB = 1,000,000,000バイト / 1TB = 1,000,000,000,000バイト)

KLEVV S1 ポータブル SSD をご購入した全ての方々に、削除・フォーマット・壊れたデ
ータやイメージのバックアップと復旧をサポートする「Do Your Data」ソフトウェア活
性化キーをご提供します。
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