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このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書と、付属の DVD に入っているインストールガイドおよびオペレーターガイドをよくお読みのうえ、正しく安
全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（3～5ページ）を必ずお読みください。

データアーカイバー LB-DH8シリーズとは以下のものを総称しています。

著作権など
QRコードは(株)デンソーウェーブの日本及びその他の国に
おける登録商標です。
JavaScript は、Oracle Corporation 及びその子会社、関
連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
その他、文中の各種名称、会社名、商品名などは各社の商標
または登録商標である場合があります。

本製品は、以下の種類のソフトウェアから構成されています。
(1) パナソニック株式会社 ( パナソニック ) が独自に開発し

たソフトウェア
(2) 第三者が保有しており、パナソニックにライセンスされ

たソフトウェア
(3) GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version2.0

(GPL V2.0) に基づきライセンスされたソフトウェア
(4) GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version2.1 (LGPL V2.1) に基づきライセンスされた
ソフトウェア

(5) GPL V2.0、LGPL V2.1 以外の条件に基づきライセン
スされたオープンソースソフトウェア

上記 (3) ～ (5) に分類されるソフトウェアは、これら単体で有
用であることを期待して頒布されますが、「商品性」または「特
定の目的についての適合性」についての黙示の保証をしないこ
とを含め、一切の保証はなされません。詳細は、ウェブイン
ターフェースの「Monitor」→「System」→「Software
Information Display」により表示されるライセンス条件をご
参照ください。
パナソニックは、本製品の発売から少なくとも３年間、以下の
問い合わせ窓口にご連絡いただいた方に対し、実費にて、GPL
V2.0、LGPL V2.1、またはソースコードの開示義務を課すそ
の他の条件に基づきライセンスされたソフトウェアに対応す
る完全かつ機械読取り可能なソースコードを、それぞれの著作
権者の情報と併せて提供します。
問い合わせ窓口：oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

製品名 品番
ベースモジュール（型名：LB-DH80） SASインターフェースモデル LB-DH80A0G

iSCSI インターフェースモデル LB-DH80S0G
FCインターフェースモデル LB-DH80F0G

ボトムモジュール（型名：LB-DH81） LB-DH81Z0G
拡張モジュール（録再ユニットなし）

マガジン拡張ユニット（型名：LB-XH82）と制御ユニット（型名：LB-XC82）
LB-DH82Z0G

拡張モジュール（録再ユニットあり）
マガジン拡張ユニット（型名：LB-XH82）と録
再ユニット（型名：LB-XD82）

SASインターフェースモデル LB-DH82A0G
iSCSI インターフェースモデル LB-DH82S0G
FCインターフェースモデル LB-DH82F0G

[LB-DH80/DH81/XD82]
DC 電源ケーブルは、本機専用ですので、他の機器に
は使用しないでください。
また、他の機器のDC電源ケーブルを本機に使用しな
いでください。

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を
家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあ
ります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよ
う要求されることがあります。
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本
語

安全上のご注意
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

異常・故障時には直ちに使用を中止する
異常があったときには、外部電源の電源を
切る
煙が出たり、異常なにおいや音がする
内部に水や異物が入った
電源コネクタ、DC 電源ケーブルが異常
に熱い
本機やDC電源ケーブル、専用接続ケー
ブルが破損した

そのまま使うと火災・感電の原因になります。
外部電源の電源を切り、ご購入先にご相談ください。

設置や移動をするときは、必ず指定された
部分を持ち、指定された作業手順で行う
指定された部分以外を持っての移動や指定手順
以外での移動をすると、けがの原因になります。
持ち方、作業手順については、必ず付属DVD-Rのイ
ンストールガイドの説明に従ってください。

設置場所に十分な強度があることを確認
してから設置を行う
本機の転倒・飛び出し・落下により、事故やけ
がの原因になります。
最大構成時の製品重量は約510 kg です。
さらにシステム全体としてはご使用になられるラッ
クの重量が加わります。

分解、改造をしない
機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや
火災の原因になります。

ぬれた手で本機・DC電源ケーブルに触れ
ない
感電の原因になります。

雷が鳴ったら、本機の金属部や DC 電源
ケーブルに触れない
感電の原因になります。

ラックへの取り付け、ラックからの取り外
し時は、正しい作業手順を守る
作業手順を守らないと、本機が落下し、けがの
原因になります。
作業手順については、必ず付属DVD-Rのインストー
ルガイドの説明に従ってください。

ラックへの搭載には、必ず同梱のサポート
アングルを使用する
同梱以外のサポートアングルを使用すると、本
機の飛び出し・落下により、事故やけがの原因
になります。

同梱のサポートアングルが適合するラック
であることを確認する
適合しないラックに取り付けて使用すると、サ
ポートアングルがラックから外れ、本機の飛び出
し・落下により、事故やけがの原因になります。

天板のモジュールへの取り付けは、ネジを
すべてしっかり留める
天板の飛び出し・落下により、事故やけがの原
因になります。

ラックは水平な床にボルトで固定して使
用する
ラックの転倒や本機の飛び出し・落下により、事
故やけがの原因になります。

ラックへの固定ネジは、すべてしっかり留
める
本機の飛び出し・落下により、事故やけがの原
因になります。

[LB-XC82/XD82]
ユニットの取り付け、取り外し時は、正し
い作業手順を守る
作業手順を守らないと、感電や発熱による火災
の原因になります。
本機が落下し、けがの原因になります。
作業手順については、必ず付属DVD-Rのインストー
ルガイドの説明に従ってください。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

してはいけない内容です。 実行しなければならない内容です。

気をつけていただく内容です。

警告

必ずお守りください

分解禁止



安全上のご注意 (続き )

[LB-XC82/XD82]
ユニットの取り付け時には、ケーブル類を
挟み込まないように取り付ける
ショートや発熱により、火災・感電の原因になる
ことがあります。また故障の原因となります。

ネジは、乳幼児の手の届くところに置かな
い
誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。
万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご
相談ください。

外部電源の定格を超える使い方や、
DC +24 V以外での使用はしない
発熱による火災の原因になります。

[LB-DH80/DH81/XD82]
専用の DC 電源ケーブル以外は絶対に使用
しない
過熱による火災ややけどの原因になります。

[LB-DH80/DH81/XD82]
DC 電源ケーブルを破損するようなことは
しない
（傷つける、加工する、熱器具に近づける、
無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物
を載せる、束ねるなど）
傷んだまま使用すると、感電・ショートの原因に
なります。
DC電源ケーブルの修理は、ご購入先にご相談くださ
い。

[LB-DH80/DH81/XD82]
DC 電源ケーブルと外部電源は正しく接続
する
誤って接続した場合、ショートや発熱により、火
災・感電の原因になります。
接続方法については、必ず付属DVD-R のインストー
ルガイドと外部電源の取扱説明書に従ってください。

[LB-DH80/DH81/XD82]
DC 電源ケーブルのコネクタは正しい操作
で確実に接続する
正しい操作で確実に接続を行わないと、感電や発
熱による火災の原因になります。
コネクタの操作方法については、必ず付属DVD-Rの
インストールガイドの説明に従ってください。

[LB-DH80/DH81/XD82]
DC 電源ケーブルの丸端子のほこりなどは
定期的にとる
丸端子にほこりなどがたまると、湿気などで絶縁
不良となり、火災の原因になります。

本機に水などの液体をかけたり、ぬらした
りしない
ショートや発熱により、火災・感電の原因になり
ます。

心臓ペースメーカーを装着している方は本
機と装着部を22 cm以上離す
本機からの電波がペースメーカーの作動に影響
を与える場合があります。

医用電気機器の近くでの設置や使用をしな
い
手術室、集中治療室、CCU ※などには持ち込ま
ないでください。
本機からの電波が、医用電気機器に影響を及ぼす
ことがあり、誤動作による事故の原因になりま
す。
※CCUとは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。

自動ドア、火災報知器などの自動制御機器
の近くで設置や使用をしない
本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼす
ことがあり、誤動作による事故の原因になりま
す。

本機内部に金属物や燃えやすいものなどを
入れない
火災・感電・故障の原因になります。

マガジンに付箋などを貼り付けて使用しな
い
本機内で付箋などが剥がれ落ちると、火災・故障
の原因になります。

[LB-DH80/XH82]
マガジンドロワー開口部から、本機内部に
手を入れない
けがの原因になります。

直射日光の当たるところなど、異常に温度
が高くなるところに設置しない
温度が高くなりすぎると、火災の原因になりま
す。
また、外装ケースや内部部品が劣化する原因にもなり
ますのでご注意ください。

[LB-DH80/XD82]
放熱を妨げない
内部に熱がこもると、火災の原因になります。
背面の内部冷却用ファンをふさがないでください。

警告

必ずお守りください
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安全上のご注意 (続き )

モジュールおよびユニット間の接続には、
付属の専用接続ケーブル以外は絶対に使
用しない。
ショートや発熱により、火災・感電の原因にな
ることがあります。また故障の原因となります。
専用接続ケーブルが破損・紛失した場合は、ご購入
先にご相談ください。

付属品の専用接続ケーブル・DC電源コー
ドを他の機器に使用しない
火災・感電・故障の原因になります。

開梱や持ち運びは２人以上で行う
落下してけがの原因になることがあります。

[LB-DH80/XH82]
設置や移動をするときは、マガジンドロ
ワーが完全に閉まって、ロックされている
ことを確認する
移動中にマガジンドロワーが開き、けがの原因
になることがあります。
完全に閉まらない場合や、ロックができない場合は、
ご購入先にご相談ください。

インターフェースケーブルを抜き差しす
るときは、周辺のスペースに注意し、ゆっ
くりと作業する
勢いよく抜き差しをすると、本機に手が当たり、
けがの原因になることがあります。

サポートアングルのネジを緩めた時には
伸縮に注意する
思わぬ時にサポートアングルが伸び、けがの原
因になることがあります。

油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこり
の多いところに置かない
火災の原因になることがあります。

マガジンを不安定な場所に置かない
マガジンを高い場所、水平以外の場所、振動や
衝撃の起こる場所に置かない。
倒れたり落下すると、けがの原因になることが
あります。

本機の上に重い物を載せたり、乗ったりし
ない
倒れたり落下すると、けがの原因になることが
あります。また、重量で外装ケースが変形し、内
部部品が破損すると、火災・故障の原因になる
ことがあります。

[LB-DH80/XH82]
マガジンドロワーに指をはさまれないよ
うに注意する
けがの原因になることがあります。

[LB-DH80/XH82]
マガジンドロワーを本体から取り外すと
きは、落下しないように注意する
マガジンドロワー、マガジンの落下により、け
がの原因になることがあります。
マガジンドロワーの取り外し手順については、必ず
付属 DVD-R のインストールガイドまたはオペレー
ターガイドの説明に従ってください。

[LB-DH80/XH82]
マガジンドロワーを本体から取り外すと
きは、必ずロックを解除してから引き出す
けがの原因になることがあります。
マガジンドロワーの取り外し手順については、必ず
付属 DVD-R のインストールガイドまたはオペレー
ターガイドの説明に従ってください。

[LB-DH80/XH82]
マガジンドロワーに、マガジン以外のもの
を押し込まない
破損してけがの原因になることがあります。

[LB-DH80/XH82]
マガジンドロワーにマガジンを出し入れ
する時は、マガジンドロワーを完全に取り
外してから行う
立ち上がったときに頭をぶつけたり、足を引っ掛
けたりして、けがの原因になることがあります。
また、マガジンドロワー、マガジンの落下によ
り、けがの原因になることがあります。
マガジンドロワーの取り外し手順については、必ず
付属 DVD-R のインストールガイドまたはオペレー
ターガイドの説明に従ってください。

[LB-DH80/XH82]
マガジンドロワーを移動するときやマガ
ジンを取り付け、取り外しするときは、マ
ガジン取り付け面を下にしない
マガジンの落下により、けがの原因になること
があります。

[LB-DH80]
操作パネル部に強い力や衝撃を加えたり、
硬いものや鋭利なもので押さない
液晶パネルが割れて、けがの原因になることが
あります。

[LB-DH80/XD82]
背面の冷却用ファンの排気に直接あたらない
温度の高い排気に長時間、直接あたっていると
低温やけど※の原因になることがあります。
※血流状態が悪い人（血管障害、血液循環不良、糖尿
病、強い圧迫を受けている）や皮膚感覚が弱い人など
は、低温やけどになりやすい傾向があります。

注意

必ずお守りください



概要
■ LB-DH80　ベースモジュール
ベースモジュールはデータの読み書きを行うドライブシステ
ムを1組内蔵しており、最大76本のマガジンを格納すること
ができます。

◇同梱品

◇仕様

■ LB-DH81　ボトムモジュール
ボトムモジュールはマガジン内の光ディスクをドライブシス
テムに出し入れするための機能を備えており、ベースモジュー
ルと組み合わせて使用します。

◇同梱品

※お買い上げ時はボトムモジュールに取り付けられています。

◇仕様

ベースモジュール（LB-DH80）
DVD-R（SFM0068）
・オペレーターガイド
・インストールガイド
・規定と安全に関するご注意 /製品概要 /免責事項
（本冊子と同内容）
・データアーカイバーマネージャー操作ガイド
・ハンディーターミナルセットアップファイル
・データアーカイバーマネージャーライセンスファイル
規定と安全に関するご注意 /製品概要 /免責事項（本冊子）
サポートアングル：2個
取り付けアングル
（左用：SMA0117、右用：SMA0118）：各１個
M5ネジ：8本
M3ネジ：4本
DC電源ケーブル（SEE0088）
データアーカイバーマネージャーライセンス使用許諾書

ホ ス ト イ ン
ターフェース

SAS（Serial Attached SCSI）
転送速度：6 Gbps
ポート数：1
WOL；非対応
コネクタ：SFF-8088 Mini-SAS

iSCSI（Internet Small Computer System
Interface）
転送速度：10 Gbps
ポート数：1
WOL；非対応
コネクタ：RJ45

FC（Fibre Channel）
転送速度：8 Gbps
ポート数：1
WOL；非対応
コネクタ：LC

管 理 用 イ ン
ターフェース

LAN
転送速度：1 Gbps
ポート数：2
WOL；対応
コネクタ：RJ45
用途：ウェブインターフェース、SNMP、電子
メール通知、タイムサーバー通信

USB2.0
ポート数：2
コネクタ：タイプA
用途：USBメモリ接続用（FAT16または
FAT32フォーマット）、ソフトウェアアップ
デート、設定値退避 /復帰、ログ保存、保守用

I/O
ポート数：1
コネクタ：RJ45
用途：外部電源監視 /制御

制 御 用 イ ン
ターフェース

制御ポート
ポート数：8
用途：チェンジャー制御、マガジンドロワー開
閉監視

寸法 幅：447 mm（19インチラックEIA対応）、482 ｍｍ
（取り付け金具の最外径）

高さ：262 mm、264 mm（突起部含む）

奥行：917 mm（突起部除く）、927 mm（突起部
含む）

質量 約45 k （マガジン除く）
約68 k （マガジン最大搭載時）

入力電源 DC 24 V（± 5 %）
コネクタ：JAE製丸型コネクタ（ケーブル同梱）

消費電流 動作時：5.5 A

ボトムモジュール（LB-DH81）
規定と安全に関するご注意 /製品概要 /免責事項
サポートアングル：2個
取り付けアングル
（左用：SMA0117、右用：SMA0118）：各１個
M5ネジ：8本
M3ネジ：4本
固定金具＊：2個
DC電源ケーブル（SEE0088）
専用接続ケーブル（SEE0077）

制 御 用 イ ン
ターフェース

制御ポート
ポート数：1
用途：チェンジャー制御
専用接続ケーブル同梱

寸法 幅：446 mm（19インチラックEIA対応）、482 ｍｍ
（取り付け金具の最外径）

高さ：171 mm、175 mm（突起部含む）

奥行：851 mm（突起部除く）、867 mm（突起部
含む）

質量 約22 k

入力電源 DC 24 V（± 5 %）
コネクタ：JAE製丸型コネクタ（ケーブル同梱）

消費電流 動作時：0.5 A
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■ LB-XH82　マガジン拡張ユニット
マガジン拡張ユニットは最大76本のマガジンを格納する機能
を備え、制御ユニットまたは録再ユニットを搭載した状態でシ
ステムに追加して使用します。

◇仕様

■ LB-XC82　制御ユニット
制御ユニットはベースモジュールとマガジン拡張ユニットの
接続機能を備えています。

◇仕様

■ LB-XD82　録再ユニット
録再ユニットは制御ユニットの機能に加え、ドライブシステム
を1組内蔵しており、マガジン拡張ユニットに搭載してシステ
ムに追加することで、マガジン格納数を76本、ドライブシス
テムを1組増やすことができます。

◇仕様

■ LB-DH82Z0G　拡張モジュール
（録再ユニットなし）
◇同梱品

寸法 幅：447 mm（19インチラックEIA対応）、482 ｍｍ
（取り付け金具の最外径）

高さ：261 mm、262 mm（突起部含む）

奥行：917 mm（突起部除く）、927 mm（突起部
含む）

質量 約25 k （マガジン除く）

約48 k （マガジン最大搭載時）

制 御 用 イ ン
ターフェース

制御ポート
ポート数：1
用途：マガジンドロワー開閉監視
専用接続ケーブル同梱

寸法 幅：441 mm

高さ：254 mm、258 mm（下側突起部含む）

奥行：252 mm（突起部除く）、262 mm（突起部
含む）

質量 約4 k

ホストイン
ターフェース

SAS（Serial Attached SCSI）
転送速度：6 Gbps
ポート数：1
WOL；非対応
コネクタ：SFF-8088 Mini-SAS

iSCSI（Internet Small Computer System
Interface）
転送速度：10 Gbps
ポート数：1
WOL；非対応
コネクタ：RJ45

FC（Fibre Channel）
転送速度：8 Gbps
ポート数：1
WOL；非対応
コネクタ：LC

制御用イン
ターフェース

制御ポート
ポート数：1
用途：マガジンドロワー開閉監視
専用接続ケーブル同梱

寸法 幅：441 mm

高さ：254 mm、256 mm（下側突起部含む）

奥行：253 mm（突起部除く）、270 mm（突起部
含む）

質量 約19 k

入力電源 DC 24 V（± 5 %）
コネクタ：JAE製丸型コネクタ（ケーブル同梱）

消費電流 動作時：5.5 A

マガジン拡張ユニット（LB-XH82）
制御ユニット（LB-XC82）
（お買い上げ時はマガジン拡張ユニットに取り付けられて
います）
規定と安全に関するご注意 /製品概要 /免責事項
サポートアングル：2個
取り付けアングル
（左用：SMA0117、右用：SMA0118）：各１個
M5ネジ：8本
M3ネジ：4本
固定金具：2個
クッションシート1（SMT0017）：1枚
クッションシート2（SMT0018）：2枚
クッションシート3（SMT0015）：2枚
クッションシート4（SMT0016）：1枚
専用接続ケーブル（SEE0077）



■ LB-DH82A0G/S0G/F0G 拡張モジュール
（録再ユニットあり）
◇同梱品

■使用上のご注意
◇環境条件

■保証規定
本保証規定は、パナソニック株式会社（以下、「当社」といい
ます）が製造するデータアーカイバー「LB-DH8シリーズ」の
ハードウェア本体（以下、「本機」といいます）の使用者（以
下、「お客様」といいます）に対する明示的かつ限定的な保証
の権利を与えるものです。本機が所定の使用において良好に稼
働することを前提として、お客様による使用中に本機の動作に
不具合や支障をきたす事項が発生した場合、当社は本保証規定
に従って修理サービスを実施いたします。なお、当社は、本保
証規定に無い事項やその他一切の保証や条件については、保証
いたしません。

お客様が本機の保証サービスを受けられる期間は、本機の購
入・引渡し後 1年間（以下、「保証期間」といいます）といた
します。
保証期間内に本機の不具合等により仕様通りの良好な稼働状
況でなくなった場合には、当社または当社が指定する第三者が
無償にて本機の修理を致します
なお、保証期間内であっても本機の稼働時間が規定時間を越し
て使用されている場合に、消耗部品扱いの部位については、有
償扱いとなる場合がございます。

■免責事項
お客様の本機の使用やその他の事象に対して、下記に該当する
事項の損害等について、当社はいかなる賠償の責任を負わない
ものと致します。

1）いかなるプログラム、データ、記憶媒体に対する損傷また
は損失復元に関する事項

2）本機の動作における中断やシステムエラーが生じることに
対する機会損失
本機が接続されるネットワーク接続機器、本機と共に使用
するソフトウェア、設備や電気通信の回線障害によるお客
様のデータの消失・紛失

3）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障と損傷

4）取扱説明書に記載されていない方法等で実施した不適切な
設置でのご使用による故障と損傷

5）当社が認定した以外の第三者が修理、保守点検等に類する
行為を実施した場合の故障と損傷、お客様のデータの消失・
紛失

6）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、
ガス管（硫化ガス）異常電圧、指定外の使用電源（電圧、
周波数）などによる故障、損傷

7）当社に保証責任のない製品により引き起こされた故障

マガジン拡張ユニット（LB-XH82）
録再ユニット（LB-XD82A/S/F）
（お買い上げ時はマガジン拡張ユニットに取り付けられて
います）
規定と安全に関するご注意 /製品概要 /免責事項
サポートアングル：2個
取り付けアングル
（左用：SMA0117、右用：SMA0118）：各１個
M5ネジ：8本
M3ネジ：4本
固定金具：2個
クッションシート1（SMT0017）：1枚
クッションシート2（SMT0018）：2枚
クッションシート3（SMT0015）：2枚
クッションシート4（SMT0016）：1枚
DC電源ケーブル（SEE0088）
専用接続ケーブル（SEE0077）

周囲温度・湿度 動作時
温度：10 ℃～ 40 ℃（温度勾配：10 ℃ /ｈ
以内）
湿度：20 ％～ 80 ％ＲＨ（結露なきこと）

輸送時
温度： 20 ℃～ 60 ℃
湿度：10 ％～ 90 ％ＲＨ（結露なきこと）
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保証とアフターサービス（よくお読みください）
使いかた・修理などのご相談は・・・
まず､お買い上げの販売店へお申し付けください。

保証期間中は
保証書の規定に従って出張修理にて対応させていただきます。
保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。
下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。
修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

　

■ 保証書（P10に記載）
お買い上げ日・販売店名などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

■ 補修用性能部品の保有期間
当社は、本機の補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 修理を依頼されるときご連絡いただきたい内容
御会社名・ご担当者名・ご住所・電話番号・製品名・品番・お買い上げ日・故障または異常の内容、訪問ご希望日

修理を依頼されるとき

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様の製品がある場所へ技術者を派遣する費用です。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間



To reduce the risk of fire, electric shock or product damage,
Do not expose this unit to rain, moisture, dripping or splashing.
Do not place objects filled with liquids, such as vases, on this unit.
Use only the recommended accessories.
Do not remove covers.
Do not repair this unit by yourself. Refer servicing to qualified service personnel.

The socket outlet shall be installed near the equipment and shall be easily 
accessible.
Do not use any other DC cables except the supplied one.

Do not use any other Exclusive use connection cables except the supplied one.

Connect the interface cable only when the server to be connected to this unit is turned 
off. [LB-DH80/LB-XD82]

Use a Mini SAS 4x (SFF8088 26-CKT External Universal Key) cable for an external 
connection with the SAS interface port. [LB-DH80/LB-XD82]
Use shielded LAN cable (straight connection) of Category 7 (CAT7) with the iSCSI 
interface port. [LB-DH80/LB-XD82]
Use a multi-mode fiber optic cable that supports OM3 and has LC connectors with 
the FC interface port. [LB-DH80/LB-XD82]
Use shielded LAN cable (straight connection) of Category 5 (CAT5) or higher with an 
LAN port. [LB-DH80]
Use a LAN cable shorter than 1.5 m (straight connection) as a I/O cable. [LB-DH80]

Keep the screws out of reach of children to prevent swallowing.

This unit utilizes a laser. Use of controls or adjustments or performance of 
procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation 
exposure. [LB-DH80/LB-XD82]
This unit may receive radio interference caused by mobile telephones during use. If 
such interference occurs, please increase separation between this unit and the 
mobile telephone.
Be sure to use the mounting brackets to secure the unit to the 19-inch rack. 
[LB-DH80/LB-DH81/LB-XH82]
The unit is in the standby condition when the external power supply is connected. 
The primary circuit is always “live” as long as the external power supply is on. 
[LB-DH81/LB-XH82/LB-XC82/LB-XD82]
Do not place sources of naked flames, such as lighted candles, on this unit. 
[LB-DH80/LB-XD82]

To reduce the risk of fire, electric shock or product damage,
Do not install or place this unit in a bookcase, built-in cabinet or in another confined 
space. Ensure this unit is well ventilated. [LB-DH80/LB-XD82]
Do not obstruct this unit’s ventilation openings with newspapers, tablecloths, 
curtains, and similar items. [LB-DH80/LB-XD82]

Press to switch the unit from on to standby mode or vice versa. In standby mode, the 
unit is still consuming a small amount of power.

USA Only: Disposal may be regulated in your community due to environmental 
considerations.
For disposal or recycling information, please visit Panasonic website: 
http://www.panasonic.com/environmental/ or call 1-888-769-0149.

This product contains a CR Coin Cell Lithium Battery which contains
Perchlorate Material - special handling may apply.
See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

FCC Note:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A 
digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to 
provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is 
operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can 
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. 
Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference 
in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

FCC Caution: To assure continued compliance, follow the attached installation 
instructions and use only shielded interface cables with ferrite core when connecting to 
computer or peripheral devices.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for 
compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) 
this device must accept any interference received, including interference that may 
cause undesired operation.

Responsible Party: 
Panasonic Corporation of North America
Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102-5490

Support Contact:
Telephone No.: 1-877-272-6166



These symbols on the products, packaging, and/or 
accompanying documents mean that used electrical and 
electronic products and batteries must not be mixed with 
general household waste.
For proper treatment, recovery and recycling of old products 
and used batteries, please take them to applicable collection 
points in accordance with your national legislation.
By disposing of them correctly, you will help to save valuable 
resources and prevent any potential negative effects on human 
health and the environment.
For more information about collection and recycling, please 
contact your local municipality.
Penalties may be applicable for incorrect disposal of this 
waste, in accordance with national legislation.

This symbol might be used in combination with a chemical 
symbol. In this case it complies with the requirement set by the 
Directive for the chemical involved.







Host 
interface









Zur Reduzierung der Gefahr von Brand, elektrischem Schlag und Beschädigung:
Setzen Sie dieses Gerät weder Regen, noch Feuchtigkeit, Tropfen oder Spritzern 
aus.
Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße, wie Vasen, auf dieses Gerät.
Ausschließlich das empfohlene Zubehör verwenden.
Entfernen Sie die Abdeckungen nicht.
Reparieren Sie dieses Gerät nicht selbst. Wenden Sie sich zur Wartung an 
qualifiziertes Kundendienstpersonal.

Die Steckdose sollte sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich 
sein.
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte DC-Kabel.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Anschlusskabel.

Verbinden Sie das Schnittstellenkabel nur, wenn der mit diesem Gerät zu verbindende 
Server ausgeschaltet ist. [LB-DH80/LB-XD82]

Verwenden Sie ein Mini SAS 4x (SFF8088 26-CKT Externer 
Universalschlüssel)-Kabel für eine externe Verbindung mit der SAS-Schnittstelle. 
[LB-DH80/LB-XD82]
Verwenden Sie ein abgeschirmtes LAN-Kabel (eins zu eins verdrahtet) der Kategorie 
7 (CAT7) mit der iSCSI-Schnittstelle. [LB-DH80/LB-XD82]
Verwenden Sie ein Multi-Mode-Glasfaserkabel, das OM3 unterstützt und LC-Stecker 
hat, mit der FC-Schnittstelle. [LB-DH80/LB-XD82]
Verwenden Sie ein abgeschirmtes LAN-Kabel (eins zu eins verdrahtet) der Kategorie 
5 (CAT5) oder höher mit einer LAN-Schnittstelle. [LB-DH80]
Verwenden Sie ein LAN-Kabel, das kürzer als 1,5 m ist (eins zu eins verdrahtet), als 
I/O-Kabel. [LB-DH80]

Bewahren Sie die Schraube außer Reichweite von Kindern auf, um ein Verschlucken 
zu verhindern.

Dieses Gerät verwendet einen Laser. Der Gebrauch von Steuerungen oder 
Einstellungen bzw. das Ausführen von anderen Vorgängen, als denen hier 
angegebenen, kann zu einer gefährlichen Belastung durch Strahlungen führen. 
[LB-DH80/LB-XD82]
Dieses Gerät kann beim Betrieb Hochfrequenzstörungen auffangen, die durch die 
Benutzung von Mobiltelefonen verursacht werden. Sollte eine solche Störung 
auftreten, erhöhen Sie bitte die Entfernung zwischen diesem Gerät und dem 
Mobiltelefon.
Verwenden Sie die Montagehalterungen, um das Gerät sicher am 19-Zoll-Rack zu 
befestigen. [LB-DH80/LB-DH81/LB-XH82]
Das Gerät befindet sich im Standby-Zustand, wenn die externe Stromversorgung 
angeschlossen ist. Der Primärkreis ist immer “live”, solange die externe 
Stromversorgung an ist. [LB-DH81/LB-XH82/LB-XC82/LB-XD82]
Stellen Sie keine Quellen offener Flammen, z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät. 
[LB-DH80/LB-XD82]

Zur Reduzierung der Gefahr von Brand, elektrischem Schlag und Beschädigung:
Installieren oder positionieren Sie dieses Gerät nicht in einem Bücherregal, 
Einbauschrank oder einem sonstigen engen Raum. Stellen Sie eine gute Belüftung 
des Gerätes sicher. [LB-DH80/LB-XD82]
Achten Sie darauf, die Entlüftungsschlitze des Gerätes nicht durch Gegenstände aus 
Papier oder Stoff zu blockieren, wie z.B. durch Zeitungen, Tischdecken und 
Vorhänge. [LB-DH80/LB-XD82]

Drücken Sie diese Taste, um das Gerät in den Standby-Modus oder aus diesem ein zu 
schalten. Auch im Standby-Modus verbraucht das Gerät eine geringe Menge Strom.

Dieses Symbol, auf den Produkten, der Verpackung und/oder 
den Begleitdokumenten, bedeutet, dass gebrauchte 
elektrische und elektronische Produkte sowie Batterien nicht in 
den allgemeinen Hausmüll gegeben werden dürfen.
Bitte führen Sie alte Produkte und verbrauchte Batterien zur 
Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen den zuständigen Sammelpunkten 
zu.
Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgemäß 
entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen 
und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.
Für mehr Informationen zu Sammlung und Recycling, wenden 
Sie sich bitte an Ihren örtlichen Abfallentsorgungsdienstleister.
Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht 
ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafgelder 
verhängt werden.

Dieses Symbol kann in Kombination mit einem chemischen 
Symbol abgebildet sein. In diesem Fall erfolgt dieses auf 
Grund der Anforderungen derjenigen Richtlinien, die für die 
betreffende Chemikalie erlassen wurden.





Pour réduire les risques d’incendie, d’électrocution ou de dommages au produit,
N’exposez pas cet appareil à la pluie, l’humidité, l’égouttement ou l’éclaboussement.
Ne placez pas d’objets remplis d’eau, tels que des vases, sur l’appareil.
Utilisez exclusivement les accessoires préconisés.
Ne retirez pas les caches.
Ne réparez pas l’appareil vous-même. Confiez l’entretien a un personnel qualifié.

La prise de courant devra être installée près de l’équipement et devra être facilement 
accessible.
N’utilisez pas d’autres câbles C.C. que celui fourni.

N'utilisez aucun autre câble de connexion à usage exclusif à l'exception de celui 
fourni.

Branchez le câble d’interface uniquement si le serveur qui doit être raccordé à cet 
appareil est éteint. [LB-DH80/LB-XD82]

Utilisez un câble Mini SAS 4x (Clé Universelle Externe SFF8088 26-CKT) pour une 
connexion externe à un port d'interface SAS. [LB-DH80/LB-XD82]
Utilisez un câble LAN blindé (connexion droite) de catégorie 7 (CAT7) avec le port 
d’interface iSCSI. [LB-DH80/LB-XD82]
Utilisez un câble fibre optique multimode qui prend en charge le type OM3 et ayant 
des connecteurs LC avec le port d'interface FC. [LB-DH80/LB-XD82]
Utilisez un câble LAN blindé (connexion droite) de catégorie 5 (CAT5) ou supérieure 
avec un port LAN. [LB-DH80]
Utilisez un câble LAN plus court que 1,5 m (connexion droite) comme un câble d’E/S. 
[LB-DH80]

Conservez la vis hors de portée des enfants pour éviter qu’ils l’avalent.

Cet appareil utilise un laser. L’utilisation de commandes ou de réglages ou 
l’exécution de procédures autres que celles spécifiées ici peuvent provoquer une 
exposition à des radiations dangereuses. [LB-DH80/LB-XD82]
Cet appareil peut être perturbé par des interférences causées par des téléphones 
mobiles pendant l’utilisation. En présence de telles interférences, éloignez le 
téléphone mobile de cet appareil.
Veillez à utiliser les supports de montage pour sécuriser l’appareil sur l’étagère à 19 
pouces. [LB-DH80/LB-DH81/LB-XH82]
L’appareil est en état de veille lorsqu’il est raccordé à l’alimentation électrique 
externe. Le circuit principal reste “vivant” tant que l’alimentation externe est en 
marche. [LB-DH81/LB-XH82/LB-XC82/LB-XD82]
Ne placez pas de sources de flammes vives telles que bougies allumees sur cet 
appareil. [LB-DH80/LB-XD82]

Pour réduire les risques d’incendie, d’électrocution ou de dommages au produit,
N’installez pas et ne placez pas cet appareil dans une bibliothèque, un placard ni 
dans aucun autre espace réduit. Assurez-vous que l’appareil est bien ventilé. 
[LB-DH80/LB-XD82]
Ne bouchez pas les ouvertures d’aération de cet appareil avec des journaux, 
nappes, rideaux ou objets similaires. [LB-DH80/LB-XD82]

Appuyez pour faire basculer l’appareil du mode allumé au mode de veille ou vice 
versa. En mode de veille, l’appareil continue de consommer une petite quantité 
d’énergie.

Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant 
dans la documentation qui l’accompagne, ce pictogramme 
indique que les piles, appareils électriques et électroniques 
usagés, doivent être séparées des ordures ménagères.
Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage 
adéquats des piles et des appareils usagés, veuillez les porter 
à l’un des points de collecte prévus, conformément à la 
législation nationale en vigueur.
En les éliminant conformément à la réglementation en vigueur, 
vous contribuez à éviter le gaspillage de ressources 
précieuses ainsi qu’à protéger la santé humaine et 
l’environnement.
Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le 
recyclage, veuillez vous renseigner auprès des collectivités 
locales.
Le non-respect de la réglementation relative à l’élimination des 
déchets est passible d’une peine d’amende.

Si ce pictogramme est combiné avec un symbole chimique, il 
répond également aux exigences posées par la Directive 
relative au produit chimique concerné.





Per ridurre il rischio d’incendio, folgorazioni o danni all’unità,
Non esporre questa unità alla pioggia, umidità, gocciolamenti o spruzzi.
Non posare oggetti contenenti liquidi, come un vaso di fiori, su questa unità.
Utilizzare solo gli accessori consigliati.
Non rimuovere le coperture.
Non riparare quest’unità da soli. Per qualsiasi riparazione rivolgersi a un tecnico 
qualificato.

La presa di corrente deve essere installata vicino all’apparecchio e deve essere 
facilmente accessibile.
Non utilizzare cavi CC diversi da quello in dotazione.

Non usare un Cavo di collegamento ad uso esclusivo diverso da quello in dotazione.

Collegare il cavo di interfaccia solo quando il server che deve essere collegato a questa 
unità è spento. [LB-DH80/LB-XD82]

Utilizzare un cavo SAS mini 4x (SFF8088 26-CKT External Universal Key) per un 
collegamento esterno con porta di interfaccia SAS. [LB-DH80/LB-XD82]
Utilizzare un cavo LAN schermato (connessione diretta) di categoria 7 (CAT7) con 
porta di interfaccia iSCSI. [LB-DH80/LB-XD82]
Utilizzare un cavo multimodale in fibra ottica che supporta OM3 e che ha connettori 
LC con porta di interfaccia FC. [LB-DH80/LB-XD82]
Utilizzare un cavo LAN schermato (connessione diretta) di categoria 5 (CAT5) o 
superiore con porta LAN. [LB-DH80]
Utilizzare un cavo LAN di lunghezza inferiore a 1,5 m (connessione diretta) come 
cavo I/O. [LB-DH80]

Tenere la vite lontano dalla portata dei bambini per evitare l’ingerimento.

Questa unità utilizza un laser. L’uso di apparecchi di controllo o di regolazione, o 
procedure di utilizzazione diverse da quelle indicate in questo manuale di istruzioni, 
possono causare l’esposizione a radiazioni pericolose. [LB-DH80/LB-XD82]
Durante l’uso, questa unità potrebbe essere soggetta all’interferenza radio causata 
dal cellulare. Se si dovesse verificare tale interferenza, aumentare la distanza tra 
questa unità e il cellulare.
Accertarsi di utilizzare le staffe di montaggio per assicurare l’unità al rack da 19 
pollici. [LB-DH80/LB-DH81/LB-XH82]
L’unità è in standby quando è connessa alla linea elettrica esterna. Il circuito primario 
è sempre “sotto tensione” fino a quando la linea elettrica esterna è attiva. [LB-DH81/
LB-XH82/LB-XC82/LB-XD82]
Non mettere sull’unità sorgenti di fiamme nude, come candele accese. [LB-DH80/
LB-XD82]

Per ridurre il rischio d’incendio, folgorazioni o danni all’unità,
Per mantenere una buona ventilazione, non installare o sistemare questa unità in 
uno scaffale dei libri, armadietto incorporato od altro spazio ristretto. [LB-DH80/
LB-XD82]
Non ostruire le aperture di ventilazione di questa unità con giornali, tovaglie, tende 
ed altri oggetti simili. [LB-DH80/LB-XD82]

Premere per passare dalla modalità on a standby o viceversa. Nella modalità standby 
l’unità consuma un piccolo quantitativo di energia.

Questi simboli sui prodotti, sull’imballaggio e/o sulle 
documentazioni o manuali accompagnanti i prodotti indicano 
che i prodotti elettrici, elettronici e le batterie usate non devono 
essere buttati nei rifiuti domestici generici. 
Per un trattamento adeguato, recupero e riciclaggio di vecchi 
prodotti e batterie usate vi invitiamo a portarli negli appositi 
punti di raccolta secondo la legislazione vigente nel vostro 
paese.
Con uno smaltimento corretto, contribuirete a salvare 
importanti risorse e ad evitare i potenziali effetti negativi sulla 
salute umana e sull’ambiente.
Per ulteriori informazioni su raccolta e riciclaggio, vi invitiamo a 
contattare il vostro comune.
Lo smaltimento non corretto di questi rifiuti potrebbe 
comportare sanzioni in accordo con la legislazione nazionale.

Questo simbolo può essere usato in combinazione con un 
simbolo chimico. In questo caso è conforme ai requisiti indicati 
dalla Direttiva per il prodotto chimico in questione.





Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daño del producto,
No exponga esta unidad a la lluvia, humedad, goteo ni salpicaduras.
No coloque objetos llenos con líquidos, como floreros, sobre esta unidad.
Use solamente los accesorios recomendados.
No saque las cubiertas.
No repare esta unidad usted mismo. Consulte al personal de servicio calificado para 
la reparación.

La toma de corriente estará instalada cerca del equipo y se podrá acceder 
fácilmente a ella.
No use ningún cable de CC que no sea el suministrado.

No use ningún otro cable de conexión de uso exclusivo excepto el suministrado.

Conecte el cable de interfaz solo cuando el servidor que se conectará a esta unidad 
esté apagado. [LB-DH80/LB-XD82]

Utilice un cable Mini SAS 4x (clave externa universal SFF8088 26-CKT) para 
establecer una conexión externa con el puerto de interfaz SAS. [LB-DH80/LB-XD82]
Utilice un cable blindado de LAN (conexión directa) de Categoría 7 (CAT7) con el 
puerto de interfaz iSCSI. [LB-DH80/LB-XD82]
Utilice un cable de fibra óptica multimodo que admita OM3 y tenga conectores LC 
con el puerto de interfaz FC. [LB-DH80/LB-XD82]
Utilice un cable blindado de LAN (conexión directa) de Categoría 5 (CAT5) o 
superior con un puerto de LAN. [LB-DH80]
Utilice un cable de LAN inferior a 1,5 m de largo (conexión directa) como cable E/S. 
[LB-DH80]

Mantenga el tornillo fuera del alcance de los niños para evitar que se lo traguen

Esta unidad utiliza un láser. El usar los controles, hacer los reglajes o los pasos 
requeridos en forma diversa de la aquí expuesta puede redundar en exposición 
peligrosa a la radiación. [LB-DH80/LB-XD82]
Esta unidad puede tener interferencias de radio causadas por teléfonos móviles 
durante su utilización. Si tales interferencias resultan evidentes, aumente la 
separación entre la unidad y el teléfono móvil.
Asegúrese de utilizar los soportes de montaje para sujetar la unidad al bastidor de 
19 pulgadas. [LB-DH80/LB-DH81/LB-XH82]
La unidad está en condición de espera cuando la alimentación externa está 
conectada. El circuito primario siempre está “activo” cuando la alimentación externa 
está conectada. [LB-DH81/LB-XH82/LB-XC82/LB-XD82]
No coloque objetos con llama descubierta, una vela por ejemplo, encima de la 
unidad. [LB-DH80/LB-XD82]

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daño del producto,
Para mantener bien ventilada esta unidad, no la instale ni ponga en un estante de 
libros, mueble empotrado u otro espacio de dimensiones reducidas. [LB-DH80/
LB-XD82]
No obstruya las aberturas de ventilación de la unidad con periódicos, manteles, 
cortinas u objetos similares. [LB-DH80/LB-XD82]

Púlselo para cambiar la unidad de modo conectado a modo en espera o viceversa. En 
modo en espera, la unidad sigue consumiendo una pequeña cantidad de energía.

Sólo para Estados Unidos: la eliminación puede estar regulada en su comunidad 
debido a consideraciones ambientales. Para obtener información sobre eliminación y 
reciclado, visite el sitio Web de Panasonic: 
http://www.panasonic.com/environmental/ o llame al 1-888-769-0149.

Estos símbolos en los productos, su embalaje o en los 
documentos que los acompañen significan que los productos 
eléctricos y electrónicos y pilas y baterías usadas no deben 
mezclarse con los residuos domésticos.
Para el adecuado tratamiento, recuperación y reciclaje de los 
productos viejos y pilas y baterías usadas llévelos a los puntos 
de recogida de acuerdo con su legislación nacional. 
Si los elimina correctamente ayudará a preservar valuosos 
recursos y evitará potenciales efectos negativos sobre la salud 
de las personas y sobre el medio ambiente.
Para más información sobre la recogida u reciclaje, por favor 
contacte con su ayuntamiento.
Puede haber sanciones por una incorrecta eliminación de este 
residuo, de acuerdo con la legislación nacional.

Este símbolo puede usarse en combinación con el símbolo 
químico. En este caso, cumple con los requisitos de la 
Directiva del producto químico indicado.





Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te verkleinen,
Stel dit toestel niet bloot aan regen, vocht, druppels of spetters.
Plaats geen met vloeistof gevulde objecten, zoals vazen, op dit toestel.
Gebruik alleen de aanbevolen accessoires.
Verwijder de afdekking niet.
Repareer dit toestel niet zelf. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd 
onderhoudspersoneel.

Het stopcontact moet vlakbij de apparatuur geïnstalleerd zijn en gemakkelijk 
toegankelijk zijn.
Gebruik geen andere dan de bijgeleverde DC-kabel.

Gebruik geen andere verbindingskabels voor exclusief gebruik dan de bijgeleverde 
kabel.

Sluit de interface-kabel alleen aan als de server, die op dit toestel aangesloten moet 
worden, uitgeschakeld is. [LB-DH80/LB-XD82]

Gebruik een mini SAS 4x (SFF8088 26-CKT External Universal Key)-kabel voor de 
externe aansluiting op de SAS-interface-poort. [LB-DH80/LB-XD82]
Gebruik voor de iSCSI-interface-poort een afgeschermde LAN-kabel (rechtstreekse 
aansluiting) van categorie 7 (CAT7). [LB-DH80/LB-XD82]
Gebruik voor de FC-interface-poort een multi-modus optische vezelkabel die OM3 
ondersteunt en LC-connectoren heeft. [LB-DH80/LB-XD82]
Gebruik voor een LAN-poort een afgeschermde LAN-kabel (rechtstreekse 
aansluiting) van categorie 5 (CAT5) of hoger. [LB-DH80]
Gebruik een LAN-kabel die korter is dan 1,5 m (rechtstreekse aansluiting) als I/O-kabel. 
[LB-DH80]

Houd de schroef buiten het bereik van kinderen om inslikken te voorkomen.

Dit toestel maakt gebruik van een laser. Het gebruik van bedieningsorganen, of het 
uitvoeren van bijstellingen of procedures die anders zijn dan hier vermeld wordt, kan 
een gevaarlijke blootstelling aan straling tot gevolg hebben. [LB-DH80/LB-XD82]
Dit toestel kan tijdens het gebruik de interferentie van radio’s ontvangen die 
veroorzaakt wordt door mobiele telefoons. In dat geval dient u de afstand tussen dit 
toestel en de mobiele telefoon te vergroten.
Gebruik de montagebeugels om het toestel vast te zetten op het rek van 19-inch 
(48,3 centimeter). [LB-DH80/LB-DH81/LB-XH82]
Het toestel staat op stand-by als de externe stroomtoevoer aangesloten is. Het 
primaire circuit staat altijd onder spanning zolang de externe stroomtoevoer 
ingeschakeld is. [LB-DH81/LB-XH82/LB-XC82/LB-XD82]
Plaats geen bronnen van open vuur, zoals brandende kaarsen, op dit toestel. 
[LB-DH80/LB-XD82]

Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te verkleinen
Installeer of plaats dit toestel niet in een boekenkast, een muurkast of in een andere 
omsloten ruimte. Controleer of het toestel goed geventileerd wordt. [LB-DH80/
LB-XD82]
Blokkeer de ventilatieopening van dit toestel niet met kranten, tafelkleden, gordijnen, 
enzovoorts. [LB-DH80/LB-XD82]

Druk op deze toets om het toestel aan of in stand-by te zetten. Het toestel blijft nog 
altijd een kleine hoeveelheid energie verbruiken in de stand-by-modus.

Deze symbolen op de producten, verpakkingen en/of 
begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische 
en elektronische producten en batterijen niet samen mogen 
worden weggegooid met de rest van het huishoudelijk afval.
Voor een juiste verwerking, hergebruik en recycling van oude 
producten en batterijen, gelieve deze in te leveren bij de 
desbetreffende inleverpunten in overeenstemming met uw 
nationale wetgeving.
Door ze op de juiste wijze weg te gooien, helpt u mee met het 
besparen van kostbare hulpbronnen en voorkomt u potentiële 
negatieve effecten op de volksgezondheid en het milieu.
Voor meer informatie over inzameling en recycling kunt u 
contact opnemen met uw plaatselijke gemeente.
Afhankelijk van uw nationale wetgeving kunnen er boetes 
worden opgelegd bij het onjuist weggooien van dit soort afval.

Dit symbool kan in combinatie met een chemisch symbool 
gebruikt worden. In dit geval volstaan de eisen, die zijn 
vastgesteld in de richtlijnen van de desbetreffende chemische 
stof.





För att minska risken för brand, elstöt eller produktskada,
Utsätt inte enheten för regn, fukt, droppar eller stänk.
Placera inte några föremål med vätska, till exempel vaser, på enheten.
Använd endast rekommenderade tillbehör.
Avlägsna inte skyddslock.
Försök inte att reparera själv. Kontakta kvalificerade fackmän för service.

Uttaget ska installeras nära utrustningen och skall vara lättåtkomligt.
Använd inte några andra DC-kablar utom den som följer med.

Använd inte någon annan anslutningskabel för exklusiv användning än den som 
följer med.

Anslut endast gränssnittskabeln när den server som ska anslutas till den här enheten är 
avstängd. [LB-DH80/LB-XD82]

Använd en Mini SAS 4x-kabel (SFF8088 26-CKT External Universal Key) för den 
externa anslutningen till SAS-gränssnittsporten. [LB-DH80/LB-XD82]
Använd en skärmad LAN-kabel (rak koppling), kategori 7 (CAT7) till 
iSCSI-gränssnittsporten. [LB-DH80/LB-XD82]
Använd en multimodsfiberoptikkabel, som stöder OM3 och har LC-anslutningar, till 
FC-gränssnittsporten. [LB-DH80/LB-XD82]
Använd skärmad LAN-kabel (rak koppling), kategori 5 (CAT5) eller högre med en 
LAN-port. [LB-DH80]
Använd en LAN-kabel som är kortare än 1,5 m (rak koppling) som en I/O-kabel. 
[LB-DH80]

Håll skruven utom räckhåll för barn för att förhindra att de sväljer den.

Den här enheten använder laser. Användning av kontroller eller justeringar eller 
utförande av procedurer andra än de som specificeras i bruksanvisningen kan leda 
till exponering för farlig strålning. [LB-DH80/LB-XD82]
Den här enheten kan ta emot radiostörningar orsakade av mobiltelefoner under 
användning. Om sådana störningar uppstår, öka avståndet mellan enheten och 
mobiltelefonen.
Se till att du använder monteringskonsolerna för att fästa enheten i 19-tumsstället. 
[LB-DH80/LB-DH81/LB-XH82]
Enheten står i standbyläge när den externa strömkällan är ansluten. Primärkretsen 
är alltid “på” när den externa strömkällan är på. [LB-DH81/LB-XH82/LB-XC82/
LB-XD82]
Ställ inga föremål med öppen låga, så som ett tänt stearinljus, ovanpå enheten. 
[LB-DH80/LB-XD82]

För att minska risken för brand, elstöt eller produktskada,
Installera eller placera den inte i en bokhylla, inbyggt skåp eller annat begränsat 
utrymme. Se till att luftcirkulationen är tillräcklig kring enheten. [LB-DH80/LB-XD82]
Se till att enhetens ventilationsöppningar inte är förtäppta av tidningar, bordsdukar, 
gardiner eller liknande föremål. [LB-DH80/LB-XD82]

Tryck på knappen för att ställa apparaten i beredskapsläge då den är på, eller tvärtom. 
Apparaten förbrukar en aning ström även när den står i beredskapsläge.

Dessa symboler på produkter, förpackningar och/eller 
medföljande dokument betyder att förbrukade elektriska och 
elektroniska produkter och batterier inte får blandas med 
vanliga hushållssopor.
För att gamla produkter och använda batterier ska hanteras 
och återvinnas på rätt sätt ska dom lämnas till passande 
uppsamlingsställe i enlighet med nationella bestämmelser.
Genom att ta göra det korrekt hjälper du till att spara värdefulla 
resurser och förhindrar eventuella negativa effekter på 
människors hälsa och på miljön.
För mer information om insamling och återvinning kontakta din 
kommun.
Olämplig avfallshantering kan beläggas med böter i enlighet 
med nationella bestämmelser.

Denna symbol kan användas i kombination med en kemisk 
symbol. I detta fall uppfyller den de krav som ställs i direktivet 
för den aktuella kemikalien.
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Latviski
[LB-DH81]
Atbilstības deklarācija (DoC)
Kompānija “Panasonic 
Corporation” ar šo paziņo, ka 
šis izstrādājums atbilst 
būtiskām prasībām un citām saistošām Direktīvas 1999/5/EK 
prasībām.
Pircēji var lejupielādēt oriģinālo DoC kopiju mūsu R&TTE
izstrādājumos no mūsu DoC servera:
http://www.doc.panasonic.de
Lūdzam sazināties ar pilnvaroto parstāvi:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Vācijā
DARBOJAS 13,56 MHz.





Tulipalo-, sähköisku- tai vahinkovaaran välttämiseksi,
Älä anna tämän laitteen altistua sateelle, kosteudelle, pisaroille tai roiskeille.
Älä laita laitteen päälle mitään nesteitä sisältäviä esineitä kuten maljakot.

Älä poista suojuksia.
Älä korjaa tätä laitetta itse. Anna huoltopalvelut tehtäväksi pätevälle henkilöstölle.

Pistorasia on asennettava laitteen lähelle ja sen on oltava helposti saavutettavissa.

Tämä tuote käyttää laseria. Laitteen käyttäminen muulla kuin näissä käyttöohjeissa 
mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän vaaralliselle säteilylle.
Älä laita avotulisia esineitä kuten kynttilöitä laitteen päälle.

Tulipalo-, sähköisku- tai vahinkovaaran välttämiseksi,
Älä asenna tai sijoita tätä laitetta kirjahyllyyn, suljettuun kaappiin tai muuhun rajalliseen 
tilaan. Varmista laitteen riittävä tuuletus.
Älä tuki laitteen tuuletusaukkoja lehdillä, pöytäliinalla, verhoilla tai vastaavilla esineillä.

For å redusere faren for brann, elektrisk støt eller skade på apparatet:
Utsett ikke produktet for regn, fukt, drypping eller sprut.
Ikke plasser objekter som er fylt med væske, som vaser, på apparatet.
Bruk kun anbefalt tilbehør.
Fjern ikke deksler.
Reparer ikke denne enheten selv, overlat service til kvalifisert servicepersonell.

Stikkontakten skal monteres i nærheten av utstyret og være lett tilgjengelig.

Dette produktet anvender en laser. Betjening av kontroller eller justering eller andre 
inngrep enn de beskrevet i denne bruksanvisning kan føre til farlig bestråling.
Plasser ikke åpen ild, slik som levende lys, oppå apparatet.

For å redusere faren for brann, elektrisk støt eller skade på apparatet:
Ikke plasser apparatet i en bokhylle, et innebygget kabinett eller et annet lukket sted. 
Pass på at produktet er godt ventilert.
Apparatets ventilasjonsåpninger må ikke dekkes til med aviser, duker, gardiner eller 
lignende.

Enheden er på standby, når den eksterne strømkilde er tilsluttet. Det primære kredsløb er 
altid spændingsførende, så længe den primære strømforsyning er tændt. [LB-DH81/
LB-XH82/LB-XC82/LB-XD82]

Bølgelengde : 405 nm
Laserstyrke :  Ingen farlig stråling sendes ut

Bølgelængde : 405 nm
Lasereffekt : Ingen farlig stråling

Våglängd : 405 nm
Laserstyrka : Ingen farlig strålning

〒571－8504　大阪府門真市松生町
1番15号

Panasonic Corporation 

Manufactured by: Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan

Importer for Europe: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany  


