
総務省（自治体）のデータ抹消指針はデータの物理破壊完了証明が必要です！
個人情報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）等の記憶装置を物理的に自らが破壊す
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
したことを立会いと破壊完了証明書などで確認するよう定めています。
（出典：総務省：情報の機密性に応じた機器の廃棄等の方法）

国際特許：物理破壊装置の運用管理（マイナンバー破棄ガイドライン）
破壊完了証明書発行トレースアドオンCDソフト(型式：DSC-AOS４-

/USB) HDD/SSD破壊完了証明書発行ソフトはトレーサビリティ管理
が可能です。
＊日東ホルカム㈱扱い（オプション） 詳細はお問合せください。
日東造機㈱、及び日東ホルカム㈱は物理破壊装置の運用（レンタル＆
数量課金）と物理破壊完了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。

官公庁・自治体ニーズに合致したプロポーザルパック
プロフェッショナル HDD/SSD破壊機

DB-60PRO-HS

この製品（DB-60PRO-HS）はHDD/SSD/LTO等（ストレージメディア）をHDDの場合、

４点の孔（パンチ）とV字型(ベンド）に折り曲げた後に、さらにM字型に圧壊します。ま

たSSDの場合は、80点の裏表ワッフル破壊(DB-OP-60SSD)が可能で、米国国防総省や国

家安全保障局等 （NSA/NIST）の物理破壊基準（3種/パンチ、ベンド、ワッフル）に準拠

した、全方向の破壊が目視できる米国方式と、環境に優しい日本方式の破壊が可能です。

(DB-60PRO-HSはDB-60PROにSSDワッフル破壊アダプタDB-OP-60SSDが付属した

製品です。）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。世界28ヶ国に輸出、DATA  DESTROYER No.1

3年保障(本体 のみ）機械的寿命２０万回、電気的寿命１０万回

個人情報保護・マイナンバー制度でのデータ消去の概要

Crush Box DB-60PRO-HS

日本シェア90％ 特許（HMC) 

４回移動クラスター破壊１６

カ所の孔とねじれ破壊 （30秒）

HA-50 V字アダプタ
付属

新着情報：付属のアダプタ２の利用でＬＴＯ等のテープメディアのクラスター破壊が可能です。



販売リセラー（代理店）

Crush Box DB-60Pro

仕様

対象メディア

HDD,SSD,CD/DVD,ZIP,MO,FDLTO,DAT72等
SSD/USB等のフラッシュメモリー

(付属：DB-OP-60SSD、HA-50）

破壊方式

圧迫破壊(加圧変形＋V字破壊）
日本方式と米国方式の物理破壊が可能。
米国（NSA/DoD）物理破壊３方式に準拠。

１～４孔（Ｖ＆Ｍ字破壊）、ワップル破壊

圧壊力・動力性能

Ｖ字モーション破壊力10トン（業界初）その他
ストレージメディア圧壊力６トン
DB-OP-60SSD （MAX12トン）

・動力性能 800W (コスパ世界No,1）

安全・安心
各種安全インターロック機構を搭載。ハイドロ
リックモーション機構（特許）

寸法 220X416X380mm

重量・騒音 37Kg ・ 76db

破壊時間・寿命 約10秒・機械的寿命20万回 電気的寿命10万回

電源 AC100~120V    (＊AC200~240V) ５Ａ

マーケット オフィス,官公庁 ITAD事業,パソコンリサイクル

DB-60Pro is designed to conform the NSA/NIST guideline

日東造機株式会社
東京R＆D事業所/ ショールーム
〒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

発行日：2022/9/1

オプション物理破壊完了証明作成支援ソフト
DSC-AOS4-CS/USB （HDD/SSD/LTO物理破壊ガ

イドライン）

この製品（DSC-AOS4-CD/USB）はHDD/SSD等のストレージメディア（電子記録媒体）の物理破壊完了を証明書と
して発行、記録に残す総務省ガイドライン完全準拠のリファレンスソフトです。
Excelを扱っている方なら簡便に直ぐ使えるように工夫しています。（国際特許取得）
●ソフトインストール済みUSB （Zoom等でのサポート対応付き） ●操作マニュアルDB-AOS３の簡易版です
5W2H2C ハイリスクアプローチ対応品（ZOOMサポート付き）。

オプション
（HK-20MA-A 安心パック）

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




HDB-30V-ZWはHDD破壊機専用ですがオプションアダプタの買増しで上位機種にバージョンアップが可能。

HDB-30Vはシリーズの標準機です。

HDB-30V-HPはコストパフォーマンスを高める、各種オプションアダプタHK-10MA-A安心パック（実用新案）、操作等のリ
モート説明、破壊後のHDD/SSD等を買取サービス、,保守時の日東ホルカム社のシェアレンタルサービス付き。

また、官公庁様向けプロポーザル提案機種HDB-30V-HOJもございます。（詳細はお問合せください。 ）

型式 対応メディア 付属品 HDD・
ITAD買取
サービス

DB-60PRO-HS HDD,SSD,M.2,mSATA,CF

,USB,CD.DVD,ZIP,MO,FD

携帯電話、ＬTO等

DB-OP-60SSD(ワッフルアダプタ)

HA-50 V字破壊（ベンド/折り曲げ）アダプタ
AD1(CD/DVD/ZIP/MO/FD),AD2(ケータイ）

ー

DB-60PRO-HO HDD,SSD,M.2,mSATA,CF

,USB,CD.DVD,ZIP,MO,FD

携帯電話、ＬTO等

DB-6PRO-HSにHK-20A-A安心パックを付
属。

ー

DB-60PRO-HSP HDD,SSD,M.2,mSATA,CF

,USB,CD.DVD,ZIP,MO,FD

携帯電話、ＬTO等

DB-60PRO-HOに①養生テープ、②ドア開閉
ストパー用磁石、③データ破壊証明書発行ソ
フト付属
操作説明Zoomサポート付き
データ消去ソリューション支援パック付き

○

CrushBox DB-60PRO-HSシリーズ比較
特許・及び実用新案取得のDB-60PRO-HO,DB-60PRO-HSP

DB-60PROシリーズに内蔵しているHMC（ハイドロリック・モーション・コントロール機構/特許・実用新案）は総務省・
内閣官房・大使館・はじめとする国内外の公的機関や、各国の軍に導入いただいているワールドワイドデファクト製

品です。

【実用新案 考案の効果】
【ポイント】

本考案のアダプターは、破壊対象の情報記録媒体を支
えるとともに、当該情報記録媒体を破壊装置の破壊室内
の所定位置（孔あけ破壊可能な位置）に位置決めする位
置決め部を有している。これにより、対象の情報記録媒体
が破壊室内の適切な位置に位置決めされ、破壊ピンによ
り確実に孔あけ破壊することができる。
さらに、本考案のアダプターは、非金属性で弾性変形可
能に構成されているので、情報記録媒体を孔あけ破壊す
る際の偏荷重をアダプターで吸収することができる。すな
わち、破壊過程で破壊ピンに偏荷重が生じても、アダプタ
ーが弾性変形する（すなわち撓んだり収縮などする）こと
でその偏荷重を吸収できる。したがって、本考案によれば
、破壊ピンが情報記録媒体に噛み込んで抜けなくなるとい
った事態（偏荷重に起因する破壊ピンの噛み込み）を防止
できるので、破壊した情報記録媒体を破壊室から速やか
にかつ確実に取出すことが可能になる。



動力性能他社比較
日東造機
DB-60PRO-HS

日東造機
DB-80SSD

日東造機
DB-70B-HS

日東造機
MB-25Ⅲ

S社
A社（OEM)

G社
（米国）

SEM社
（米国）

セフティファースト（破壊
エリアの安全対策）

◎ ◎ ◎ ◎ × ○ ○

簡便性 ◎ ◎ ◎ ◎ △ 〇 ◎

動力性能
P（W）＝（N÷時間）

800W 700W 700W 600W 330W 700W 700W

機械的寿命 ２０万回 ２０万回 ２０万回 ２０万回 ５０００回 5万回 ５万回

電気的寿命 １０万回 １０万回 １０万回 １０万回 ー ー ー

重量 37Kg 32Kg 22Kg 28Kg 22KG

圧壊時間（１サイクル） 10秒 10秒 10秒 8秒 30秒 15秒 15秒

破壊手法(3種) ◎ ◎ ◎ ◎ △ 〇 △

後悔しない２つの視点・ 他社比較編

セキュリティファースト（安全第一）プレスはさみ込み

事故、黒い教訓を忘れない！ その製品は安全ですか？

操作事故の予防に向けた科学的アプローチ
装置の操作による労働災害をどう防ぐか？

折りたたみベビーカーイスによる指はさみ事故、シュレッダー等による指の切断事故原因と

なる製品が、我々のに周りに当たり前のように存在すること、そしてそれにも関わらず、安

全性に対する指針や基準が確率していない異業種参入事業者があり、HDD/SSD/LTO等の

物理破壊装置市場（プレス部を含む製品）の安全対策、フールプレーフとフェールセーフを

行ってない製品が見受けられる。

労働災害の８～９割は個人の不注意ですが、製品を製造する事業者が、製品に安全機構を組

み込むことで防げる事故も多いはずです。
フールプルーフ：人間は間違えるという観点に立った、安全に対する考え方。ミスは発生するという前提で、作業

者が間違えた操作をしても危険な状態を招かないようにすること。

•フェールセーフ：機械は壊れるという観点に立った、安全に対する考え方。装置やシステムにおいて、誤操作や誤
動作による障害が発生しても、常に安全側に制御すること。

改めてＨDD/ＳSD物理破壊装置（プレス部を含む）製品を見渡してみて、リスクを確認し

てみましょう。 機械操作での労災事故：転倒、落下、挟み込み、巻き込まれ、反動、無理

な操作（厚生労働省 職場の安全サイト 出典）

日東造機Crush Boxシリーズは全ての製品にハイリスクアプローチ対策を組み込んでいます。



圧力と圧壊力

貫通破壊の嘘

　　　業界（HDDクラッシャー）の貫通破壊が可能という都市伝説について。

貫通破壊とはHDDの正面（金属カバー部）から裏側（ダイカスト部）をテーパシャフト　   

（ニードル、破壊ピン）が突き抜けることを貫通という。　　　　　　　　　　　　　　　

この言葉を信じてませんか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

答えはできることもあるし、できないこともある。これが実態です。写真は弊社の貫通孔）　

３．５インチHDDのプラッターはアルミ製が多く、機種により1枚～４枚（ＭAX12枚）　　

まで存在します。また正面の金属も２～３重になっていたり、伸びるマグネシューム　　　

合金が使われていています。　さらにハイエンドHDDや最近の高容量HDD（２TB以上）  

は磁気シールド効果を増すために分厚くなっています。　　　　　　　　　　　　　　　     

このようなHDDは昔ながらのドリルやボール盤でなければ貫通はしません。　　               

NSAはベンディング（折ることで）正面から裏面に力が貫通したとみなし規格化しました。



ハイエンド（エンタープライズ）用途のSSD

はフラッシュ基板単体を破壊、もしくはHK-20MA-A

安心パック(一部オプション）を利用ください。

ハイエンドSSDを含む完全破壊用途はプロフェッショナ
ルＳSD破壊機（DB-80SSD）です。


