
Real Hybrid
MODEL DB-70HB-HKP

5Ｗ2Ｈ2Ｃ ハイリスクアプローチ

　業界最高峰のオンサイト対応データ消去複合装置、ついに登場！

日東造機グループの平型空芯コイル製造の技術を応用しています。



データ消去の落とし穴 とは。
データの物理破壊証明が必要です！
個人番号や納税記録等の特定個人情報ファイル
レベル２，３）を廃棄する際は、ハードディスク
（HDD・SSD）等の記憶媒体を自らが破壊する
か、これらの作業を委託する場合は、委託先が
確実に物理破壊し廃棄したことを立会いのもと
証明書などで確認するよう定めています。

国際特許及び実用新案：物理破壊装置の運用管理
付属品及びオンサイト保守：①HK-70MA 安心パック（押し棒、ドライバー、
工具セット、特殊養生テープ、単独破壊用カーボン磁気シールドアダプタ）
日東造機㈱、及び日東ホルカム㈱は物理破壊装置の運用と破壊
証明書発行の廃棄トレーサビリティを管理する特許を取得しています。

日東ホルカムはデータ適正消去実行証明協議会・会員です。

世界標準 官公庁・自治体・企業ニーズに合致!
コスパ業界No,1 最高峰データ消去複合機 HDD/LTO/SSD破壊機

この製品（DB-70HB-HKP）は新開発の照射磁場（垂直磁気記録 データ消去 に必要な照射時間、照射エネルギー、磁束

密度）によりハードディスク（HDD）を データ消去 （磁気破壊/10,000Oe相当）します。さらに独自の送り機構によ

り、超高圧HMC((ハイドロリック モーション コントロール(特許))方式により、4本のパンチャーが、V字と多面に折り

曲げる米国NSA/NISTに準拠した（3種/パンチ、ベンド、ワッフル）複合破壊が可能です。

データ消去の脆弱性は磁気のみ・物理破壊のみ単動破壊と比べ、もっとも安心・安全なデータ消去手法と言えます。

（磁気・物理破壊時間は25秒とNSA基準をクリア）

また、SSD等のフラッシュ系メディアは新開発のワッフィングアダプタ DB-OP-70SSD-Nで裏表110ポイントのワッ

フィング（ハチの巣）物理破壊が可能です。

ハイブリッド（磁気＋物理破壊）操作と、磁気のみ、物理破壊のみ単独操作を簡便に行うカーボンアダプター（2.5イン

チHDD用)が付属しています。（Zoom操作説明付き） ( HK-ＨB70 安心パック付属）

データ抹消セキュリティツールとして政府・金融・研究・医療・教育・外資系企業など、よりセキュアな

ISO15408,ISO27001等、データ物理破壊を希望される各機関・企業様のご要望にお応えいたします。 コスパ業界

No,1 本体（消耗品なし。）

磁気部2年、物理部3年保障(アダプタは含まず） 電気的寿命10万回 機械的寿命20万回

個人情報保護・マイナンバー制度でのデータ消去ハイリスクアプローチの概要

REAL HYBRID   DB-70HB-HKP

データ抹消　プロダクトイノベーション



CrushBox       REAL HYBRED     HB-70HB

仕様

対象メディア

HDD：１～2,5～3.5インチ

SSD、mSATA,M.2.USB,CF等の各種フ
ラッシュメモリー/ iPadメモリー/ IC

カード

DLT/LTO/DAT72/FD等の磁気メディア

破壊方式

HYBRID HMC:ハイドロリック モー
ション コントロール 圧迫破壊(加圧
変形）４カ所パンチング、ベンディン
グ、ワツフィング(NIST完全準拠）

磁気照射力・圧壊力
磁気照射（10,000 Oe 相当)

圧壊力7トン（Ｖ字破壊14トン上下）

安全・安心
各種安全インターロック機構を搭載。
フューマンエラー防止、ＨＭC機構

寸法 375×320×270 (H×D×Ｗ）

重量 34Kg

破壊時間
A面：20秒。B面約5秒(1サイクル）

複合破壊::20~25秒(1サイクル）

電源 AC100~120V   6Ａ

マーケット
官公庁 ,大手企業、ITAD事業、デー
ターセンター、PCリサイクル

DB-70HB is designed to conform the NSA/NIST guideline

概要

5W2H2C ハイリスクアプローチ　対応

準備中

　受注生産品（搬送・作業台）

日東ホルカムはADECの正会員です。

 実用新案　登録第3237647号



<製造元>

日東造機株式会社
日東ホルカム株式会社

<東京ショールーム/東京Ｒ＆Ｄ事業所> 

〒130-0014    東京都墨田区亀沢2-4-10

TEL:03-6240-4555 FAX:03-6240-4566
ホームページ http://www.nittoh.co.jp

問合せ先 :  唐鎌 karakama@nittoh.co.jp

本社 〒297-0029  千葉県茂原市高師585

TEL 0475-26-5361  FAX 0475-27-4660

販売リセラー（代理店）

官公庁・自治体・企業ニーズに合致した業界No,1プロポーザルパック
RAAEL HYBRID DB-70HB-HKP データ複合破壊装置

tel:03-6240-4555
http://www.nittoh.co.jp/


弊社を真似る紛い物製品にご注意ください。使用者の安全対策がない！。

一流企業の嘘つき！
弊社を真似た紛い物製品のキャッチコピーに注意しましょ
う！ だまされた！ 使い物にならないと、購入者より多
くの情報をいただいています。

販売業者が故意の虚偽事実（出来ないことを知りながら出来るとしてい
る）を表示して，消費者を騙して商品を購入させたような場合は、詐欺に
当たりますので取り消す（返品するする）ことができます。（出典：消費者
庁 法律事務所 事実の確認）
（ 日東ホルカムは仕様通りの性能が発揮せず、満足いただけなければ
返品を受け付けます。）

二流の嘘つき
●大量破壊が可能と過大表記。（根拠がない) 嘘つき
(HDD破壊完了時間10~25秒) 実測値2.5ＨDD 10秒、3.5多層プラッタ
ー：35秒と30秒越えを確認。
●ケースごと破壊ビットでの貫通破壊が可能がと表示。嘘つき
（実際は貫通しないＨＤＤ(多層プラッター）が多くあることを知っている。
●HDDの挿入方向を間違えると、破壊ビット折れが頻発する事実を知っ
ていながら表示しない。嘘つき
ビット交換の目安たったの5000回 弊社の１/２０(弊社は折れない）
●コストパフォーマンスが良い。 嘘つき！



DB-70HB-HKT Ａ面 磁気単独クイックマニュアル

注意　2.5インチHDDは、HB（HYBRID複合）/磁気消去のみの場合もB面に2.5インチHDDアダプタを定位置にセットする。

プラッター部を磁気照射エリアの
奥端にセットする （１００％ 磁気
照射エリア）

＊プラッター部を手前にする逆入
れの場合、一部が減衰エリアにか
かります。

注意：約８０％に減衰（磁気の減
衰は距離の２乗に反比例）します
。

B面の物理破壊エリアにストッパーを
セットする。

３．５インチHDDの場合

２．５インチHDDの場合



3.5HDD B面 物理破壊 単独クイックマニュアル

2.5HDD B面 物理破壊 単独クイックマニュアル



2.5SSD,M.2 B面 物理破壊 単独クイックマニュアル

SSD/DATテープのワッフル破壊画像



HDDおよびSSDの破壊
データはハードディスクドライブに磁気的に保存され、ソリッドステートドライブには
電子的に書き込まれるため、異なる方法で破壊する必要があります。

また、データが書き込まれる方法の基本的な理解により、破壊を3 つの方法に分類できま
す。ソフトウェアベースの消去、消磁、および物理メディアの破壊です。

ソフトウェアベースの消去は長い間存在しており、常に新しい標準が作成され、採用さ
れています。これはもともと HDD 用に設計されたもので、ディスクの各セクターにデ
ータのパターンを書き込み、元のデータを上書きしてカバーできないようにします。た
だし、SSD のようなメディアの場合、データが書き込まれる特定の領域をソフトウェア
が制御できないため、これは破壊には適していません。SSD に組み込まれている TRIM
コマンドやその他のコマンドを使用すると確実に消去できると主張する人もいますが、
ドライブからすべてのデータを削除することはできません。したがって、これは HDD
の破壊には適した方法ですが、SSDの最適な解決策ではありません。USA Phiston社



DB-70HBシリーズは、HDD（ハード ドライブ）およびバックアップテープの小型・軽量
のデータ複合破壊装置です。
安全に消去できる磁気メディアには、5000 エルステッド（Oe）のHDDや、すべての一
般的なバックアップテープなど、水平・垂直記録方式の磁気と物理破壊の複合破壊
が可能です。
さらにSSD等のフラッシュ系メディアはワッフルアダプタの利用で110ポイントのワッフ
ング（ハチの巣状）も可能です。

データ抹消　プロダクトイノベーション

すべての標準HDD（ハードドライブ）とバックアップテープを消磁と物理破壊を行
います。
ボタンを押すだけでHDD（ハードドライブ）を消去し,次のHDDを挿入すると”ところて
ん“方式で磁気消去したHDDを物理破壊エリアへ送り込み物理破壊（多点V字破壊）
を行います。(単動動作も可能）

標準 PC、ラップトップ、およびサーバー 3.5 インチ、2.5 インチ、および 1.8 インチの
ハード ドライブ。水平方向および垂直方向に対応します。
（ インターフェイスは IDE、SATA、SAS、およびファイバー チャネル。）

DLT、2、3、4、5、6 / SDLT、LTO1、2、3、4、5、6、7、8 を含むすべてのバックアップ
テープ。3480/3490/3490e、3590、9840 & T9940 &T10000 テープ; Ultrium & 

Redwood SD-3 テープとカートリッジ; マンモス 1 & 2、8mm、AIT1 & 2、M2 テープ
; DDS1、2、3、4、5、DD-2

磁気消去と物理複合破壊時間:25秒(標準)

磁力:10,000 ガウス (1 テスラ)

連続運転：通常、1 時間あたり 240 台の 3.5 インチ HDD

通常、1 時間あたり 480 台の 2.5 インチ HDD



●磁気消去（消磁器）の健康と安全
お客様の健康と安全は常に私たちの最優先事項です。
健康と安全に関してご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。info@nittoh-
horukamu.com
又は、お電話ください。03-6240-4555

●磁場と消磁
有極磁場の曝露による健康への悪影響を示唆する証拠はありません。
電磁的磁場は世界保健機関(WHO)の現在の証拠では、磁気曝露に関連した健康への影響の存在

は確認されていませんが、低レベルの磁場でも心臓ペースメーカーの動作に影響を与える可能性
は一般に認識されているため、磁場との偶発的な接触を避けるために、心臓ペースメーカーを装着
している人、磁気過敏症、妊婦の方は 1 メートル以内に近づけないよう推奨しています。
（米国の消磁器メーカー）

また、動作中の安全性を高めるため、あらゆる種類の医療用インプラントを装着しているユーザー
は、念のため操作する前に医師に相談する必要があります。

消磁される材料（プラッター）は抗磁力（エネルギー）定格の 2 ～ 3 倍を持つ必要があり、この定格
はガウス/エルステッド（Oe）で測定されます。

日東グループの技術者は、外部磁場を最小限に抑えるために、コイルと対象磁気メディアを接近さ
せ磁束密度を高めています。また、特殊金属（チタン）でコイルを囲い外部暴露の低減対策を講じて
います。

●特殊な用途 (Real Hybridの用途）
1.パーマロィ系の金属に囲まれているテロ対策用HDD）
2.10TB以上のHDD）

米軍等の最高機密情報・HDD特殊対策用途HDDは上書き消去も、磁気消去もNG（不可）で、
HDD/SSDは2mm以下に粉砕するととNSA（米国国家安全保障局）で定めています。
また、簡易的な方法としてＨDDに対して20,000ガウス（Oe）照射と物理破壊装置で破壊すると規定
しています。
尚、10000Ｏeの照射磁場ではHDDを反転（２回）、裏表（２回）合計4回実行することで、抗磁力の3
倍(（13,000~15,000ガウス（Oe）)程度のパフォーマンスを発揮します。
（英国Vs社）

●オペレーターの安全
日東造機及び日東ホルカムは消磁プロセスにおけるオペレーターの介入を最小限に抑え、磁場へ
の曝露を軽減するよう努めています。
(マニュアルに健康と安全を記載）

日本の磁気消去メーカーが記載していないこと。

mailto:info@nittoh-horukamu.com
mailto:info@nittoh-horukamu.com


USA Phiston社　引用

要約：V字に折るだけで、４つの穴あけ、モターを押し込むだけの変形破壊

は、復旧の可能性が残りますので、磁気破壊との併用が必要です。

要約：写真画像のような多層の波型破壊はデータ復旧は不

可能です。



日本 日東造機 DB-60PRO USA PHISTON MVC-HDD

Good Good

  NG   NG   NG

USA Garner PD-5 JAPAN SOHO

復元の可能性が残る三つの方法

USA SEM



本製品の保証範囲は、日本国内で購入され、且つ日本国内で使用される場合に限ります。

5-1）保証期間
ご購入より 3 年間又は積算カウンター （A 面 B 面どちらか先に 2 万回に達するまで）
※積算カウンター2 万回毎に整備点検の為販売先へご依頼する事をお勧めします。
※尚、カウンターの表示は、内部のバックアップ電池で表示しています。電池寿命は約 6 年です。
5 年を目安に電池交換の依頼をして下さい。（電池交換は有料です。）

5-2）保証事項
通常のご使用で生じた故障は、その原因が当社の責任範囲に起因する場合、無償修理または
無償交換致します。

5-3）保証適応除外事項
製品の誤った使用方法、誤った選定、誤ったシステムの下によるご使用で生じた故障、事故、及
びそれに伴う他の損害が発生した場合。
・当社に相談・了解なく変更や、改造を施された場合。
・製品仕様を逸脱する過酷なご使用による、消耗部品の磨耗や損傷による場合。
・装置や設備等に組み込まれて、当社に起因しない原因により故障した場合。
・自然災害による場合。
・火災、水没、落下等の事故により損害を受けた場合。
・製造設備等での事故に伴う当社製品以外の他の損害について。

状態 原因 対策  

本機の電源が入らない 

 

電源の電流が流れていない AC100V電源の確認  

サーキットプロテクターがトリップ

している。（OFF状態） 

サーキットプロテクターを復帰させる。

（ON状態にする。） 

 

電源スイッチの故障 電源スイッチの交換 ◎ 

起動しない 起動スイッチの故障 起動スイッチの交換 ◎ 

投入口扉が開いている。 投入口扉を閉める。  

投入口扉部に異物があり 

扉が完全に閉じていない。 

異物を取り除き投入口扉を閉める。  

排出口扉が開いている。 排出口扉を閉める。  

排出口扉部に異物があり 

扉が完全に閉じていない。 

異物を取り除き排出口扉を閉める。  

STOP ランプと電源ランプ

の点滅（１秒点滅） 

サイクル停止時のは、異常で

はありません 

動作異常、油圧圧力低下 修理又は交換 ◎ 

動いているが破壊しない 圧力不足 修理又は交換 ◎ 

異音がする 油圧機器の故障 修理又は交換 ◎ 

スピードが遅い オイル温度の上昇 冷却する（30分以上休止する）  

油圧機器の故障 修理又は交換 ◎ 

漏電 コードの損傷 交換 ◎ 

 電気部品の絶縁不良 不良部品の交換修理 ◎ 

油漏れ 油圧機器の故障 修理又は交換 ◎ 

破壊部内油滲み 

油圧の特性上多少の滲みが

出ます。 

ウエス等で拭きとってください。  

カウンターが表示しない 内臓バックアップ電池の寿命 電池交換 ◎ 

 

故障診断表 

保証 



• 抹消方法は、
①「情報の機密度」と、② データ抹消後の「記憶媒体の管理方」を勘案して、
③データの所有者・管理者の責任で選択決定する。

□内 ５W2H2C ハイリスクアプローチ対応破壊
REAL HYBRIDは磁気消去と物理的物理を１台で行う複合装置です。



CrushBox 機種別付属品比較表

日東造機㈱グループの日東ホルカム㈱ ＣｒｕｓｈＢｏｘシリーズ・短期レンタル＆シェアレンタル

年 月 日

【お客様　基本情報】　　

【機器送付先情報】　　

【請求書送付先情報】　

【使用目的】

項

1

※ ご希望の貸出装置がございましたらご記入ください。

【レンタル希望期間】　※機器到着希望日はお申込日より１週間以上後にお願いします。

・機器到着希望日　　　月　　　日 より （ ）週間 を希望。

【その他（要望）事項】

多点細断破壊

多点変形破壊

添付品物理破壊装置名 型名 数量

3

物理破壊

CPU殻割装置HORUKAMU、HK-1V

※CPUを殻割して銅部分を分離。

HDD / SSD / DAT / LTO / DLT /ZIP

MO/FD/スマートフォン※

※2.5HDDやSSDに対応、対象物に多くの穴をあけて破壊。 ※スマートフォン等のモバイル危機はバッテリーを必ず本体から取

り外してください。誤って物理破壊すると引火の恐れがありますの

で、ご注意ください。

2 HDD / SSD / 各種フラッシュメモリー
※加圧変形破壊に加えHDDをV字に押し曲げ破壊。

ご担当者名

物理破壊（NSA準拠破壊）

部署 TEL

使用目的 概算媒体本数 希望台数対象媒体（該当を〇で囲んでください）

HDD / SSD / USB物理破壊（加圧変形破壊）

Crush Box データ物理破壊装置等のレンタル確認書

社

名

TEL

FAX

2023

4 HDD / DAT / LTO / DLT / QIC
消磁消去

※磁気消去と物理破壊の両方に対応。

住所 ご担当者名

住

所 ご担当者名

TEL

住所

部署

部署

物理破壊証明の発行を希望します（有料/出張破壊のみ）

基本情報と同じ

基本情報と同じ

１週間 ２週間 それ以上

年 月 日

【お客様　基本情報】　　

【機器送付先情報】　　

【請求書送付先情報】　

【使用目的】

項

1

※ ご希望の貸出装置がございましたらご記入ください。

【レンタル希望期間】　※機器到着希望日はお申込日より１週間以上後にお願いします。

・機器到着希望日　　　月　　　日 より （ ）週間 を希望。

【その他（要望）事項】

多点細断破壊

多点変形破壊

添付品物理破壊装置名 型名 数量

3

物理破壊

CPU殻割装置HORUKAMU、HK-1V

※CPUを殻割して銅部分を分離。

HDD / SSD / DAT / LTO / DLT /ZIP

MO/FD/スマートフォン※

※2.5HDDやSSDに対応、対象物に多くの穴をあけて破壊。 ※スマートフォン等のモバイル危機はバッテリーを必ず本体から取

り外してください。誤って物理破壊すると引火の恐れがありますの

で、ご注意ください。

2 HDD / SSD / 各種フラッシュメモリー
※加圧変形破壊に加えHDDをV字に押し曲げ破壊。

ご担当者名

物理破壊（NSA準拠破壊）

部署 TEL

使用目的 概算媒体本数 希望台数対象媒体（該当を〇で囲んでください）

HDD / SSD / USB物理破壊（加圧変形破壊）

Crush Box データ物理破壊装置等のレンタル申込書

社

名

TEL

FAX

2023

4 HDD / DAT / LTO / DLT / QIC
消磁消去

※磁気消去と物理破壊の両方に対応。

住所 ご担当者名

住

所 ご担当者名

TEL

住所

部署

部署

物理破壊証明の発行を希望します（有料/出張破壊のみ）

基本情報と同じ

基本情報と同じ

１週間 ２週間 それ以上

レンタル確認書 レンタル申込書



販売リセラー（代理店）
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